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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１デバイスが、該第１デバイスの物理的な近隣にある第２デバイスが提供するサービ
スを、前記第１デバイスと前記第２デバイスとの間に接続を確立する前に発見する方法で
あって、
　前記第１デバイスが、第１の８０２．１１ｘレイヤ２ワイヤレス広告メッセージを受け
るステップであって、前記メッセージが、複数のサービス情報エレメントを含み、前記サ
ービス情報エレメントのうちの少なくとも第１のサービス情報エレメントは、前記第２デ
バイスが提供する第１のサービスに関係する情報を含み、前記サービス情報エレメントの
うちの第２のサービス情報エレメントは、前記第２デバイスが提供する第２のサービスに
関係する情報を含み、前記第１のサービスは、前記第２のサービスとは異なっており、前
記第１と第２のサービス情報エレメントの各々の少なくとも１部分は短縮されており、前
記第１デバイスと前記第１と第２のサービスを提供するのに適した前記第２デバイスとの
間に接続を確立する前に前記第１メッセージを受ける、ステップと、
　前記第１デバイスが、受けた前記メッセージから、少なくとも前記第１と第２の短縮さ
れたサービス情報エレメントを抽出するステップと、
　前記第１デバイスが、前記第１サービスに関係する追加情報を望むことを決定するステ
ップと、
　前記第１デバイスが、前記第１サービスに関係する追加情報に対する要求メッセージを
前記第２デバイスに送るステップと、
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　前記第１デバイスが、前記第２デバイスから第２のメッセージを受けるステップであっ
て、該第２メッセージが、前記第１のサービスに関係する追加情報を含む、ステップと、
　前記第１デバイスが、前記第１のサービスを望むかどうか決定するステップと、
　前記第１デバイスが、前記第１のサービスを望む場合、該第１デバイスと前記第２デバ
イスとの間の接続を確立するステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、前記ワイヤレス広告メッセージは、前記第１デバイスが
、該第１デバイスと通信するデバイスを通して受ける、方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法であって、更に、
　前記第１デバイスが、前記第２デバイスが提供する前記第１と第２のサービスに関係す
る情報を、該第１デバイスのユーザに対し、人間が認識可能な媒体で提供するステップを
含む、方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、前記第１デバイスの近隣は、前記第１デバイスの無線範
囲によって少なくとも部分的に定められる、方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法であって、更に、
　前記第１デバイスが、前記第２デバイスが前記第１デバイスの近隣内にあるかどうか判
定するステップであって、前記第１デバイスの前記近隣が、前記第１デバイスの無線範囲
により定まる領域よりも小さい領域に限定される、ステップ、
を含み、
　前記第２デバイスが前記第１デバイスの前記近隣内にある場合、前記接続が確立される
、方法。
【請求項６】
　請求項１記載の方法において、前記ワイヤレス広告メッセージは、８０２．１１ビーコ
ン・メッセージを含む、方法。
【請求項７】
　コンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、
　第１デバイスが、第２デバイスから、第１の８０２．１１ｘレイヤ２ワイヤレス広告メ
ッセージを受けるステップであって、前記メッセージが、複数のサービス情報エレメント
を含み、前記サービス情報エレメントのうちの少なくとも第１のサービス情報エレメント
は、前記第２デバイスが提供する第１のサービスに関係する情報を含み、前記サービス情
報エレメントのうちの第２のサービス情報エレメントは、前記第２デバイスが提供する第
２のサービスに関係する情報を含み、前記第１のサービスは、前記第２のサービスとは異
なっており、前記第１と第２のサービス情報エレメントの各々の少なくとも１部分は短縮
されており、前記第１デバイスと前記第１と第２のサービスを提供するのに適した前記第
２デバイスとの間に接続を確立する前に前記第１メッセージを受け、前記第２デバイスは
前記第１デバイスの物理的な近隣にある、ステップと、
　前記第１デバイスが、受けた前記メッセージから、少なくとも前記第１と第２の短縮さ
れたサービス情報エレメントを抽出するステップと、
　前記第１デバイスが、前記第１サービスに関係する追加情報を望むことを決定するステ
ップと、
　前記第１デバイスが、前記第１サービスに関係する追加情報に対する要求メッセージを
前記第２デバイスに送るステップと、
　前記第１デバイスが、前記第２デバイスから第２のメッセージを受けるステップであっ
て、該第２メッセージが、前記第１のサービスに関係する追加情報を含む、ステップと、
　前記第１デバイスが、前記第１のサービスを望むかどうか決定するステップと、
　前記第１デバイスが、前記第１のサービスを望む場合、該第１デバイスと前記第２デバ
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イスとの間の接続を確立するステップと、
を実行するためのコンピュータ実行可能命令を格納したコンピュータ読み取り可能記憶媒
体。
【請求項８】
　請求項７記載のコンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、前記ワイヤレス広告メッ
セージは、前記第１デバイスが、該第１デバイスと通信するデバイスを通して受ける、コ
ンピュータ読み取り可能記憶媒体。
【請求項９】
　請求項７記載のコンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、更に、
　前記第１デバイスが、前記第２デバイスが提供する前記第１と第２のサービスに関係す
る情報を、該第１デバイスのユーザに対し、人間が認識可能な媒体で提供するステップを
含む、コンピュータ読み取り可能記憶媒体。
【請求項１０】
　請求項７記載のコンピュータ読み取り可能記憶媒体において、前記第１デバイスの近隣
は、前記第１デバイスの無線範囲によって少なくとも部分的に定められる、コンピュータ
読み取り可能記憶媒体。
【請求項１１】
　請求項７記載のコンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、更に、
　前記第１デバイスが、前記第２デバイスが前記第１デバイスの前記近隣内にあるかどう
か判定するステップであって、前記第１デバイスの前記近隣が、前記第１デバイスの無線
範囲により定まる領域よりも小さい領域に限定される、ステップ、
を含み、
　前記第２デバイスが前記第１デバイスの前記近隣内にある場合、前記接続が確立される
、コンピュータ読み取り可能記憶媒体。
【請求項１２】
　請求項７記載のコンピュータ読み取り可能記憶媒体において、前記ワイヤレス広告メッ
セージは、８０２．１１ビーコン・メッセージを含む、コンピュータ読み取り可能記憶媒
体。
【請求項１３】
　コンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、
　第１デバイスに対し、第２デバイスが、第１の８０２．１１ｘレイヤ２ワイヤレス・メ
ッセージを送るステップであって、前記メッセージが、複数のサービス情報エレメントを
含み、前記サービス情報エレメントのうちの少なくとも第１のサービス情報エレメントは
、前記第２デバイスが提供する第１のサービスに関係する情報を含み、前記サービス情報
エレメントのうちの第２のサービス情報エレメントは、前記第２デバイスが提供する第２
のサービスに関係する情報を含み、前記第１のサービスは、前記第２のサービスとは異な
っており、前記第１と第２のサービス情報エレメントの各々の少なくとも１部分は短縮さ
れており、前記第１デバイスと前記第１と第２のサービスを提供するのに適した前記第２
デバイスとの間に接続を確立する前に前記第１メッセージを受け、前記第２デバイスは前
記第１デバイスの物理的な近隣にある、ステップと、
　前記第１デバイスが、受けた前記メッセージから、少なくとも前記第１と第２の短縮さ
れたサービス情報エレメントを抽出するステップと、
　前記第１デバイスが、前記第１サービスに関係する追加情報を望むことを決定するステ
ップと、
　前記第２デバイスが、前記第１サービスに関係する追加情報に対する要求メッセージを
受けるステップと、
　前記第２デバイスが、前記第１デバイスに対し第２のメッセージを送るステップであっ
て、該第２メッセージが、前記第１のサービスに関係する追加情報を含む、ステップと、
　前記第１デバイスが、前記第１のサービスを望むかどうか決定するステップと、
　前記第１デバイスが、前記第１のサービスを望む場合、該第１デバイスと前記第２デバ
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イスとの間の接続を確立するステップと、
を実行するためのコンピュータ実行可能命令を格納したコンピュータ読み取り可能記憶媒
体。
【請求項１４】
　請求項１３記載のコンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、前記ワイヤレス・メッ
セージは、前記第２デバイスが、該第２デバイスと通信するデバイスを通して送る、コン
ピュータ読み取り可能記憶媒体。
【請求項１５】
　請求項１３記載のコンピュータ読み取り可能記憶媒体において、前記ワイヤレス・メッ
セージは、８０２．１１ｘビーコン・メッセージの少なくとも１部分として送られる、コ
ンピュータ読み取り可能記憶媒体。
【請求項１６】
　請求項１３記載のコンピュータ読み取り可能記憶媒体において、前記第１デバイスの前
記近隣は、前記第１デバイスの無線範囲によって少なくとも部分的に定められる、コンピ
ュータ読み取り可能記憶媒体。
【請求項１７】
　請求項１３記載のコンピュータ読み取り可能記憶媒体において、前記第１サービス情報
エレメントの１部分は、ハッシュされる、コンピュータ読み取り可能記憶媒体。
【請求項１８】
　請求項１３記載のコンピュータ読み取り可能記憶媒体において、前記第１のメッセージ
は、前記第１デバイスからの要求に応答して送られる、コンピュータ読み取り可能記憶媒
体。
【請求項１９】
　請求項１３記載のコンピュータ読み取り可能記憶媒体において、前記第１ワイヤレス・
メッセージは、広告メッセージである、コンピュータ読み取り可能記憶媒体。
【請求項２０】
　請求項１記載の方法において、前記サービス情報エレメントのうちの１つ以上は、シー
ケンス番号を含み、該シーケンス番号は、前記第２デバイスが提供するサービスにおける
変更を反映する、方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　８０２．１１ｘ超広帯域（ＵＷＢ）およびBluetoothのようなワイヤレス通信技術によ
って、デバイスは、例えば、１００メートル未満というような比較的短距離でワイヤレス
で通信を行うことができる。他のワイヤレス・デバイスを発見するために、デバイスはワ
イヤレス・メッセージをブロードキャストし、他のデバイスからのワイヤレス・メッセー
ジを聴取する。他のデバイスを発見した場合、当該デバイス間にワイヤレス接続を確立す
ることができる。一旦接続を確立したなら、デバイス同士で種々のタイプの情報を交換す
ることができる。例えば、デバイスは、当該デバイスの一方が提供するサービス（例えば
、印刷、ヘッドセット接続性、ＰＤＡ同期等）の提供に関係する情報を交換することがで
きる。
【０００２】
　デバイス間でワイヤレス通信を行うことによって、種々のサービスを提供することがで
きる。一例として、ラップトップ・コンピュータは、プリンタとワイヤレスで通信して、
文書を印刷することができる。コンピュータとプリンタとの間にワイヤレス接続が一旦確
立されると、コンピュータは、プリンタが提供する印刷サービスを発見することができる
。次いで、コンピュータは、ワイヤレス接続を通じて、プリンタが提供する印刷サービス
を利用することができる。
【０００３】
　サービスを発見するにあたり、以前にはＩＰに基づく方法が開発されているが、この方
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法では、デバイスとの接続を確立した後でなければ、デバイスが提供するサービスを発見
することができない。例えば、ＳＳＤＰ(Simple Service Discovery Protocol：単純サー
ビス発見プロトコル）、ＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ（Web Services Discovery：ウェブ・
サービス発見）、およびＳＬＰ（Service Location Protocol：サービス突き止めプロト
コル）のようなネットワーク発見プロトコルは、ネットワーク上におけるサービスの発見
に先立って、ネットワーク・レイヤ接続性（ＯＳＩモデルのレイヤ３）を確立しなければ
ならない。一旦接続されると、デバイスが提供するサービスがブロードキャストまたはマ
ルチキャスト・メッセージをＩＰネットワークを通じて送り、それらのサービスを広告す
る。以前に開発されたＩＰに基づくサービス発見方法は、サービスを提供するデバイスが
、そのサービスを必要とするデバイスに近接するか否か判断する方法を提供しなかった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のシステムでは、デバイスが提供するサービスは、デバイスとの接続を確立した後
でなければ、発見することができなかった。出願人は、デバイスとの接続を確立する前に
、デバイスが提供するサービスを発見することが望ましいことを認識した。接続を確立す
る前にサービスの発見が可能になると、８０２．１１ｘ、Ｕｌｔｒａｗｉｄｅｂａｎｄ（
ＵＷＢ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＷｉＭａｘ、ＧＰＲＳ、またはその他の適したワイヤレ
ス環境において、望ましいサービスを発見し易くなる。このような発見は、特に、ワイヤ
レス信号が事実上比較的短距離にしか伝送されないワイヤレス・コンテキストにおいて有
用であると言える。何故なら、サービスの発見は、ユーザに近接するデバイスのみに限ら
れる可能性があるからである。例えば、コンピュータ・ユーザが馴染みのない建物に入っ
て行ったとき、近隣にあるプリンタを用いて文書を印刷できるか否か判断したい場合があ
る。しかしながら、ユーザは、適当なプリンタが近隣にあるか否か見つけ出すためにのみ
、ローカルのワイヤレス・ネットワークまたは個々のデバイスとの接続を確立したいとは
思わない場合もある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　所望のサービスを発見するために、ユーザはワイヤレス要求を彼女のコンピュータから
送り、適した印刷サービスが提供されているか否か、ローカル・デバイスに効果的に－尋
ねることができる。応答して、プリンタまたはプリンタに代わって動作する別のデバイス
が応答をコンピュータに送り、利用可能な印刷サービスの種類を示すことができる。本発
明の一形態によれば、応答は、情報エレメント（ＩＥ）を含むワイヤレス・メッセージと
することができる。情報エレメントは、用いるサービス発見のタイプ、デバイスが提供す
るサービスのタイプ、および／またはその他のあらゆる適した情報を含むことができる。
情報エレメントの１つ以上の部分は、圧縮フォーマットで送ると、送る必要がある情報量
を削減することができる。一旦ユーザのコンピュータが情報エレメントを受信すると、そ
の中にある圧縮情報を伸張することができる。この情報に基づいて、ユーザのコンピュー
タは、ネットワークおよび／または特定のデバイス（プリンタ等）との接続を確立し、所
望のサービスを得ることができる。
【０００６】
　サービス発見の別の実現例では、ユーザのコンピュータは、近隣のデバイスが広告する
サービス・メッセージを受動的に聞き取ることができる。サービス・メッセージは、情報
エレメントまたは短縮情報エレメントを含むことができる。一旦ユーザのコンピュータが
情報エレメントまたは短縮情報エレメントを受信したなら、ユーザはデバイスとの接続を
確立し、所望のサービスを得ることができる。
【０００７】
　本発明の一実施形態は、第１デバイスとサービスを提供するのに適した第２デバイスと
の間に接続を確立する前に、第２デバイスが提供するサービスに関係する情報を第１デバ
イスにワイヤレスで伝達する情報エレメントに関する。情報エレメントは、少なくとも１
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つの第１部分と、少なくとも１つの第２部分とを含む。第１部分は、第２デバイスが提供
するサービスに関係する情報を含む。第２部分は、サービスの発見のために、第１デバイ
スが用いるサービス発見プロトコルを表す情報を含む。
【０００８】
　本発明の別の実施形態は、第１デバイスの近隣にある第２デバイスが提供するサービス
に、第１デバイスによってアクセスする方法に関する。この方法は、第１デバイスとサー
ビスを提供するのに適している第２デバイスとの間に接続を確立する前に、第２デバイス
が提供するサービスに関係する圧縮情報を備えている情報エレメントを受信するステップ
を含む。また、この方法は、サービスが望まれているか－否か判断するステップも含む。
更に、この方法は、サービスが望まれている場合、第１デバイスと第２デバイスとの間に
接続を確立するステップも含む。
【０００９】
　本発明の更に別の実施形態は、第１デバイスの近隣にある第２デバイスが提供するサー
ビス関係する情報を入手する方法に関する。この方法は、第１デバイスとサービスを提供
するのに適している第２デバイスとの間に接続を確立する前に、サービス発見のタイプを
識別する圧縮情報を備えている情報エレメントを受信するステップを含む。また、この方
法は、識別したサービス発見のタイプを用いて、第２デバイスが提供するサービスに関係
する情報を決定するステップも含む。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　添付図面は、同じ拡縮率で描くことは意図していない。図面では、種々の図に示されて
いる同一またはほぼ同一の構成要素は、各々、同様の番号で表されている。明確にする目
的上、あらゆる図面におけるあらゆる構成要素に付番しているとは限らない。
【図１】図１は、本発明の一部の実施形態にしたがって、サービスを発見することができ
るネットワーク環境の一例を示す図である。
【図２】図２は、特定のタイプのサービスにアクセスする方法の一例を示すフローチャー
トである。
【図３】図３は、サービスに関係する情報を提供する方法の一例を示すフローチャートで
ある。
【図４】図４は、サービスに関する情報を含むことができる情報エレメントの一例を示す
図である。
【図５】図５は、短縮情報エレメントの一例を示す図である。
【図６】図６は、近接サービス発見システムの形態を実施するために用いることができる
機能的エンティティの分布の一例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　先に論じたように、従来のワイヤレス・ネットワーク構成では、ユーザがデバイスおよ
び／またはネットワークとの接続を確立し、所望のサービスが提供されているか否か判断
する必要があった。例えば、客がラップトップ・コンピュータを携行して、馴染みのない
オフィス・ビルにおける会議に出る場合がある。彼が文書を印刷したい場合、最初に彼の
ラップトップとオフィス・ビル内にあるローカル・ネットワークとの間で接続を確立しな
ければならない。接続が確立された後に、ラップトップ・コンピュータは、プリンタがネ
ットワークに接続されているか判断することができる。ネットワーク上には多くのプリン
タが利用可能であることもあり、その一部は近くにあり、その一部は建物の別の階という
ように、離れている可能性もある。場合によっては、どのプリンタが近隣にあるか判断す
るのが困難なこともある。更に、セキュリティ上の理由から、客にローカル・ネットワー
クへのアクセスを提供することが望ましくない場合もある。例えば、ローカル・ネットワ
ークに接続すると、客はネットワーク上に格納されている極秘情報にアクセスできてしま
うこともある。
【００１２】
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　別の一例として、数個のワイヤレス・サービス、例えば、ワイヤレスで通信することが
できるプリンタが、ワイヤレス対応デバイスに近接して位置する場合もある。以前のシス
テムでは、あるデバイスが別のデバイスからの特定のサービスを望む場合、最初にデバイ
スに接続し、次いでそれが提供するサービスを判断しなければならなかった。所望のサー
ビスを提供するデバイスを見つけるまで数個のデバイスに接続するには、時間がかかる場
合がある。
【００１３】
　更に別の例として、可搬型ビデオ・ゲーム・デバイスのユーザが、同じゲームをプレー
している他のユーザを、彼らの近隣において見つけたいと思うこともある。ユーザは、ワ
イヤレス接続を通じて一緒にプレーしたいと思うこともある。しかしながら、空港や喫茶
店のような混雑した領域では、当該領域に多くのワイヤレス・デバイスがある可能性があ
り、数個の他のデバイスと接続しようとしなければ、同じゲームをプレーする能力を有す
るデバイスがどれであるのか判断することが難しい場合もある。
【００１４】
　本発明の形態によれば、デバイスとの接続を確立する前におけるサービスの発見によっ
て、ワイヤレス対応デバイス（例えば、ラップトップ・コンピュータ、ＰＤＡ、または電
話機）のユーザは、当該ワイヤレス対応デバイスの近隣において所望のサービスを提供す
るデバイスを見つけることが可能になる。例えば、本発明の一形態では、ローカル・デバ
イスが提供するサービスは、デバイスとの接続を確立する前に、無線メッセージを送出お
よび受信することによって、発見することができる。発見されるサービスは近隣にある可
能性が高い。何故なら、これらは、サービスを探しているワイヤレス対応デバイスの無線
範囲内にあるからである。例えば、人がラップトップを携行して馴染みのないオフィス・
ビルにおける会議に行く場合、ラップトップは近隣のデバイスとワイヤレス・メッセージ
を交換することができる。彼のラップトップ画面は、近隣でサービスを提供するデバイス
、例えば、近隣のワイヤレス・プリンタ、およびこれらが提供するサービスのタイプのリ
ストを表示することができる。次いで、彼は、しかるべきデバイスを選択することができ
、これとのワイヤレス接続を確立する。その結果、所望のサービスを得易くすることがで
きる。
【００１５】
　第１の実現例では、ワイヤレス対応デバイスは、無線メッセージを送って、他のデバイ
スが提供するサービスを発見することができ、能動的に特定のサービスを探し出すことが
できる。別の実現例では、デバイスは、他のローカル・デバイスが供給する広告サービス
・メッセージを聞き取ることによって、受動的にサービスを発見することができる。能動
的な実現例、受動的な実現例、またはこれら２つの組み合わせのいずれでも、サービスを
発見するために用いることができる。
【００１６】
　本発明によれば、デバイスが提供するサービスに関する情報は、情報エレメント（ＩＥ
）を含むワイヤレス・メッセージを送ることによって、提供することができる。ＩＥは、
サービス発見に関係する情報を提供するのに適したデータのブロックである。ＩＥは、１
つ以上の情報部分を含むことができるが、これについては以下で更に詳しく論ずることに
する。状況によっては、ＩＥの１つ以上の部分を、送信前に、圧縮するとよい場合もある
。出願人は、ＩＥの１つ以上の部分を圧縮することによって、デバイスとの接続を確立す
る前に、別のデバイスが提供するサービスの発見が可能になることを認識している。圧縮
によって、比較的少量のデータを送信することができるため、接続前ワイヤレス・メッセ
ージング・プロトコルにおけるサービスの発見を容易にすることができる。例えば、８０
２．１１ビーコンまたはプローブ応答信号のブロードキャスト・フレームおよびブロード
キャスト応答フレームは、２３００バイトに制限されている場合がある。本発明の実施形
態では、種々の標準的なＩＰ系発見プロトコル、例えば、ＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ、Ｕ
ＰｎＰ－ＳＳＤＰ、ＳＬＰ、およびＲｅｎｄｅｚｖｏｕｓを、交換することができるデー
タ量が比較的制限されている環境において送ることができる。即ち、本発明の実施形態で
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は、サービス情報を圧縮し、それをＩＥの中でデバイスにワイヤレスに伝達することによ
って、接続を確立する前に、このような標準的な発見プロトコルを用いることが可能にな
る。つまり、サービス発見は、デバイス間において接続を確立する前に行うことができる
。本発明の実施形態は、ＩＥＥＥ標準８０２．１１、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＵＷＢ、マイ
クロ波アクセスのための全世界相互動作可能性（ＷｉＭａｘ）、およびセルラ・プロトコ
ル、例えば、総合パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）のような、適したワイヤレス技術で
あればいずれとでも用いることができる。
【００１７】
　図１は、本発明の一部の実施形態にしたがって、デバイスがサービス発見に関する通信
を行うことができるネットワーク環境１００の一例を示す図である。図１は、ワイヤレス
対応デバイス１０２の一例、例えば、ラップトップ・コンピュータを示しデバイス１０２
がワイヤレスで通信することができる他のデバイスの例には、プリンタ１０４、パーソナ
ル・ディジタル・アシスタント（ＰＤＡ）１０６、カメラ１０８、およびアクセス・ポイ
ント１１０が含まれる。また、図１は、スピーカ・システム１１２および有線ネットワー
ク１１４の一例も示しており、これらは通信状態でアクセス・ポイント１１０に結合され
ている。ネットワーク環境１００の中にあるデバイスは、８０２．１１ｘ、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ、またはＵｌｔｒａｗｉｄｅｂａｎｄ（ＵＷＢ）のような適したワイヤレス規格で
あればいずれを用いても、ワイヤレスで通信することができる。
【００１８】
　ワイヤレス対応デバイス１０２は、ラップトップ・コンピュータ、またはＰＤＡ、セル
・フォン、またはその他のあらゆる適したデバイスのような、ワイヤレス通信を送出およ
び受信するように構成されているのであればその他のいずれのデバイスでもよい。ワイヤ
レス対応デバイス１０２は、人間のユーザと、即ち、画面、キーボード、タッチパッド、
および／またはその他のあらゆる適したインターフェースを用いてインターフェースする
ように構成することができる。
【００１９】
　ワイヤレス対応デバイス１０２のユーザが、特定のサービスを望んでいると考える。例
えば、ユーザは、文書を印刷するために、ワイヤレス対応デバイス１０２とプリンタとの
間にワイヤレス接続を確立したい場合がある。ユーザは、ワイヤレス対応デバイス１０２
に、特定のサービス、例えば、印刷サービスを見つけるように指令することができる。
【００２０】
　図２は、図１に示した環境においてデバイス１０２が用いることができるサービスにア
クセスする方法２００の一例を示す。ステップＳ２０２において、ワイヤレス対応デバイ
ス１０２は、特定のサービスを要求する要求メッセージを送ることができる。ワイヤレス
対応デバイス１０２は、要求メッセージ、例えば、無線メッセージをブロードキャストし
て、特定のサービス、例えば、印刷サービスを要求することができる。本発明の一形態で
は、要求メッセージを８０２．１１ｘプローブ・メッセージに含ませることができる。要
求メッセージには、ワイヤレス対応デバイス１０２が探しているサービスのタイプを表す
情報がエンコードすることができる。例えば、無線メッセージには情報をエンコードする
ことができ、この情報が受信されデコードされると、印刷サービスを要求したことを示す
。要求メッセージは、ワイヤレス対応デバイス１０２が応答メッセージを受信するまで、
繰り返しブロードキャストすることができる。例えば、要求メッセージは周期的にブロー
ドキャストすることができる。
【００２１】
　図１に示すように、要求メッセージを受信するデバイスは、ワイヤレス対応デバイス１
０２の近隣１１６に位置する可能性がある。ワイヤレス対応デバイス１０２の近隣１１６
とは、ワイヤレス対応デバイス１０２の無線範囲、および／または要求メッセージを受信
するデバイスの範囲によって定めることができる。一例として、ワイヤレス対応デバイス
１０２の近隣１１６は、ワイヤレス対応デバイス１０２から約１００メートル以内の空間
を含むことができる。無線範囲は、用いられる技術、送信機の強度、チャネル上に現れる
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ノイズの量、ワイヤレス対応デバイス１０２が動作する物理的環境等を含む種々の要因に
応じて、１００メートルを超えることも、１００メートル未満となることもある。しかし
ながら、ワイヤレス対応デバイス１０２の近隣１１６は、必ずしも無線範囲によって定め
る必要はなく、他の要因に基づいて決定してもよい。これについては、以下で更に詳しく
論ずることにする。ワイヤレス対応デバイス１０２の近隣１１６にあるデバイスは、要求
メッセージを受信することができる。
【００２２】
　ステップＳ２０４において、ワイヤレス対応デバイス１０２は、ネットワーク内にある
他のデバイスからサービス情報を受信することができる。このサービス情報は、プリンタ
１０４が提供する印刷サービスがカラー印刷選択肢を含むか否かというような、提供され
るサービスの詳細に関する情報を含むことができる。例えば、ワイヤレス対応デバイス１
０２は、ＩＥを受信することができる。ＩＥについては、以下で更に詳しく論ずることに
する。
【００２３】
　ステップＳ２０６において、デバイス１０２は、提供されるサービスが望んでいたもの
か否か判断することができ、そのサービスを望むと判断した場合、ステップＳ２０８にお
いてデバイスへの接続を確立することができる。例えば、ワイヤレス対応デバイス１０２
は、ユーザに、要求したサービス、例えば、印刷サービスが利用可能であることを示すこ
とができる。この指示は、適した方法であればいずれでも、例えば、ユーザに印刷サービ
スの利用可能性を表す視覚画像を表示することによって行うことができる。望ましければ
、ユーザは次いで、しかるべきコマンドを用いて、ワイヤレス対応デバイス１０２とプリ
ンタ１０４との間において接続を開始することができる。しかしながら、接続は必ずしも
ユーザによって開始される必要はない。ワイヤレス対応デバイス１０２は、１つ以上の判
断基準に基づいて、接続を確立するようにプログラミングすることができる。例えば、ワ
イヤレス対応デバイス１０２は、一定の望ましい「優先的」サービスが一旦範囲内に入っ
たならば、これらに自動的に接続するようにプログラミングすることができる。別の一例
として、ワイヤレス対応デバイスは、特定のサービスを提供する最も近いデバイス、例え
ば、最も近いプリンタに接続するようにプログラミングすることができる。例えば、ユー
ザはデバイス１０２に文書を印刷するように指令することができ、デバイスは方法２００
を開始することができ、その結果、プリンタ１０４との接続が確立され、文書を印刷する
。最も近いデバイスに接続し易くするために、デバイス間の距離を判定する際に、用いて
いるワイヤレス技術、例えば、８０２．１１またはＵＷＢが提供するメカニズムを用いる
とよい。別の一例として、ＩＥの中にある情報を、阻止／拒否リストと比較して、ワイヤ
レス対応デバイス１０２が更にデバイスと通信すべきか否か判断することもできる。ＩＥ
に基づいて、ワイヤレス対応デバイス１０２は、例えば、提供されるサービスに関して受
信した情報を、要求したサービスのタイプと比較することによって、デバイスが要求した
サービスを提供するか否か判断することができる。この判断は、適した方法であればいず
れで行ってもよい。例えば、受信したＩＥのフィールドを、「所望の」ＩＥのフィールド
と比較することもできる。発見したサービスが適しているか否か判断するためには、適し
た照合判断基準であればいずれでも用いてもよい。
【００２４】
　状況によっては、プリンタ１０４のようなデバイスは、接続を確立するためには、認証
を必要とする場合もある。認証が要求された場合、パスワード、ｐｉｎ、または生物計量
情報、例えば、指紋または網膜走査から得られた識別番号のような、その他の識別番号を
入力するように、ワイヤレス対応デバイスのユーザを促すことができる。ＩＰｓｅｃのよ
うな適したセキュリティ・プロトコルであればいずれを用いても、認証を行うことができ
る。あるいは、認証は、支払いまたは請求情報に基づいてもよく、例えば、一旦支払い合
意に達しなければサービスを提供しないようにしてもよい。認証に成功した場合、次いで
接続を確立することができる。
【００２５】
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　一旦ワイヤレス対応デバイスと、サービスを提供するデバイスとの間で接続が確立され
たならば、デバイスは、更に、要求したサービスの提供に関して通信することができる。
例えば、ワイヤレス対応デバイス１０２は、文書を印刷するために、プリンタ１０４とワ
イヤレスで通信することができる。提供されるサービスは、適した既知の仕方であればい
ずれでも、または今後開発される適した仕方であればいずれでも提供することができる。
【００２６】
　８０２．１１ｘ、ＵＷＢ、またはその他の任意の適したワイヤレス規格に摘要する場合
、「接続を確立する」という言い方は、第１デバイスが接続要求を第２デバイスに送り、
第２デバイスが応答して、接続パラメータに同意して、接続を受け入れることを意味する
。確立した接続は、サービスを提供するのに適していればよい。８０２．１１のコンテキ
ストでは、サービス発見メッセージは、レイヤ２　８０２．１１ビーコンおよびプローブ
・メッセージを通じて、送出および受信することができる。しかしながら、レイヤ２メッ
セージは、サービス、例えば、印刷サービスを記述する大量の情報をワイヤレスで提供す
る能力を備えていない場合もある。サービスは、レイヤ３またはそれよりも上位のレイヤ
・メッセージを用いて広告するとよく、この場合、サービスを提供するのに適した接続が
既に確立されている。ＩＥＥＥ８０２．１１のコンテキストでは、サービス発見は、ワイ
ヤレスでブロードキャストするビーコン・メッセージを用いて、提供することができる。
一旦第１デバイスが、第２デバイスが提供するサービスに関する情報を含むビーコン・メ
ッセージを受信したなら、第１デバイスは関連付け要求を第２デバイスに送ることができ
る。関連付けメッセージは、確立すべき接続のパラメータに関する情報を収容することが
できる。一旦第２デバイスが関連付け要求を受信したなら、接続パラメータに関する同意
、および接続の受入を示す関連付け応答メッセージを用いて応答することができる。接続
は、一旦第１デバイスが関連付け応答メッセージを受信したならば、確立されたと見なす
ことができる。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈのコンテキストでは、サービス発見は、問い合わせお
よび問い合わせ応答メッセージを用いて提供することができる。しかしながら、接続は、
ページおよびページ応答メッセージが交換され終えるまでは、確立されたとは見なされな
い。一旦これらのメッセージが交換されたなら、デバイスは互いに同期を取ることができ
る。何故なら、特定の周波数ホッピング・パターンで同意したからである。別の例として
、２つのデバイスが、データの送信および／または受信時刻について同意済みであっても
よい。これらは、サービスを提供するのに適した接続が確立されている状況の例である。
しかしながら、任意のワイヤレス技術を用いることもでき、いずれの通信方式、タイミン
グ・パターン、周波数パターン、またはその他の通信手段でも、サービスを提供するのに
適しているのであれば、用いることができることは、認められて当然であろう。
【００２７】
　図３は、特定のサービスを提供し、デバイス１０２から送られた要求メッセージに応答
することができるデバイス、例えば、プリンタ１０４が実行することができるサービスに
関する情報を提供する方法３００の一例を示す。
【００２８】
　ステップＳ３０２において、特定のサービスに対する要求を、例えば、デバイス１０２
から受信することができる。要求メッセージは、プリンタ１０４、ＰＤＡ１０６、カメラ
１０８、およびアクセス・ポイント１１０によって受信することができる。何故なら、こ
れらは、ワイヤレス対応デバイス１０２の無線範囲内にあるからである。一旦要求メッセ
ージがプリンタ１０４によって受信されたなら、要求メッセージをデコードして、要求さ
れているサービスを判断することができる。
【００２９】
　ステップＳ３０４において、要求メッセージを受信したデバイスは、要求されたサービ
スを提供するか否か判断することができる。一旦プリンタ１０４が要求されているサービ
スを判断したなら、プリンタ１０４は、要求されているサービスのタイプを、プリンタ１
０４が提供するサービスのタイプと比較することができる。この比較は、適した方法であ
ればいずれでも行うことができる。例えば、受信した要求におけるフィールドを、デバイ
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スが提供するサービスのタイプを表すデータ構造のフィールドと比較すればよい。この例
では、プリンタ１０４は、ワイヤレス対応デバイス１０２が要求する印刷サービスを提供
する。
【００３０】
　要求されたサービスを提供すると決定したことに応答して、プリンタ１０４は、ステッ
プＳ３０６において応答メッセージ、例えば、ＩＥを含む無線メッセージをワイヤレス対
応デバイス１０２に送ることによって応答する。ＰＤＡ１０６、カメラ１０８、およびア
クセス・ポイント１１０も要求メッセージを受信する可能性があるが、これらは要求され
たタイプのサービスを提供しないので、要求メッセージには応答しなくてよい。あるいは
、ステップＳ３０２において受信する要求メッセージは、ローカル・デバイスが、サービ
ス・タイプには関係なく、提供するサービスの指示を与えるための総合的要求であっても
よい。この場合、ＰＤＡ１０６、カメラ１０８、アクセス・ポイント１１０等もそれに応
じて応答すればよい。
【００３１】
　応答メッセージは、デバイスが提供するサービスに関する情報を含むことができる。例
えば、プリンタ１０４が送る応答メッセージは、プリンタ１０４が提供する印刷サービス
に関する情報を含むことができる。応答メッセージには、プリンタ１０４がカラー・プリ
ンタか否か、ページの両面に印刷することができるか否かに関する情報、および／または
その他の情報をエンコードすることができる。サービスに関する情報は、以下で論ずる情
報エレメント（ＩＥ）として送ることができる。その後、デバイス１０２が接続を確立し
たい場合、ステップＳ３０８において接続を確立することができるので、デバイス１０２
は所望のサービスを得ることができる。
【００３２】
　図２および図３に関するこれまでの説明は、デバイス１０２が能動的に所望のサービス
が所与の領域の中で利用可能か否か探し出す実施形態に関するのであった。本発明の別の
実施形態では、デバイス１０２は、どのサービスが利用可能か判断するために、受動的に
聞き取ることもできる。例えば、サービスを提供するデバイスは、広告メッセージを送っ
て、それが提供するサービスを、デバイス１０２および／または範囲内にあるその他のデ
バイスに広告することもできる。広告メッセージは、デバイス、例えば、プリンタ１０４
が提供する特定のサービス、例えば、印刷サービスを広告する無線メッセージとすること
ができる。本発明の一形態では、広告メッセージは、８０２．１１ｘまたはＵＷＢビーコ
ン・メッセージの一部としてブロードキャストすることができる。このブロードキャスト
は、デバイス間にレイヤ３接続性を確立するのに先立って、ＯＳＩレイヤ２通信に含める
ことができる。広告メッセージには、デバイスが提供するサービスに関する情報をエンコ
ードすることができる。例えば、広告メッセージは、先に論じたように、ＩＥを含むこと
ができる。
【００３３】
　この実施形態によれば、デバイスは、それが提供するサービスを、図３の方法の実行の
一部として、例えば、ステップＳ３０２およびＳ３０４を実行せず、代わりにステップＳ
３０６にジャンプすることによって広告することができる。ステップＳ３０６では、デバ
イスが提供する１つ以上のサービスに関する情報を含む１つ以上の広告メッセージを送る
ことができる（要求メッセージに催促されることなく）。広告メッセージは、繰り返しブ
ロードキャストしてもよい。一例として、広告メッセージは周期的にブロードキャストす
ることもできる。
【００３４】
　この実施形態では、ワイヤレス対応デバイス１０２が受動的に利用可能なサービスを判
断する場合、ステップＳ２０２を実行せずに、図２の方法を実行すればよい。即ち、デバ
イス１０２はサービス広告メッセージを聴取し、ステップＳ２０４において広告メッセー
ジを受信する。一旦ワイヤレス対応デバイス１０２が広告メッセージを受信したなら、メ
ッセージを呼んで、サービスに関する情報を得ることができる。ワイヤレス対応デバイス
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１０２は、こうして、印刷サービスが利用可能であり、プリンタ１０４によって提供され
ることを発見することができる。
【００３５】
　ステップＳ２０６において、広告されたサービスが望まれているかどうか判断すること
ができる。一例として、広告されたサービスに関する情報を、ワイヤレス対応デバイス１
０２のユーザに表示することができる。ユーザは、広告されたサービスを提供するデバイ
スとの接続を開始するか否か決定することができる。広告されたサービスが望まれている
か否かは、ユーザが接続を開始することを選択して、サービスを利用するか否か、または
その他の判断基準に基づいて判断することができる。
【００３６】
　別の一例として、広告されたサービスに関する情報を、ワイヤレス対応デバイス１０２
が検査してもよい。サービスが望まれているか否かは、サービスの特性を１つ以上の判断
基準と比較することによって判断することもできる。ワイヤレス対応デバイス１０２は、
特定的な特性を有するサービスを広告するデバイスに接続して、例えば、特定のタイプの
ＰＤＡと同期するようにプログラミングすることができる。特定のサービスが望まれてい
るか否か判断するためには、適した判断基準であればいずれでも用いることができる。
【００３７】
　これより、図４を参照しながら、サービス発見情報をワイヤレスで伝達するために用い
ることができるＩＥの形態について論ずる。図４は、ＩＥ４００の一例を示す図である。
ＩＥは、１つ以上のワイヤレス規格にしたがって通信するデバイスが認識するサービス関
係情報を送るためのフォーマットである。例えば、ＩＥのフィーマットは、基礎となる規
格、例えば、８０２．１１またはＵＷＢの能力に合わせることができる。ＩＥは、ＴＬＶ
（タイプ、長さ、値）フォーマットで送信することができる。図４に示す例では、ＩＥ４
００は、ＩＥＩＤ４０１、フォーマット識別子４０２、サービス・タイプ識別子４０３、
インスタンス識別子（ＵＵＩＤ）４０４、シーケンス番号４０５、セキュリティ情報４０
６、チェックサム４０７、ＰｎＰＩＤ４０８、愛称４０９、およびアドレス識別子４１０
を含む。
【００３８】
　ＩＥＩＤ４０１は、情報をＩＥとして識別するプロトコル・ヘッダとすることができる
。
【００３９】
　フォーマット識別子４０２は、ＩＥの符号化フォーマットを表す情報を含むことができ
る。種々のＩＥフィーマットを用いることができ、一意のフォーマット識別子を、ワイヤ
レス対応デバイス１０２が用いる各タイプの発見プロトコルに用いることができる。フォ
ーマット識別子４０２は、プロトコル・スタックにおける上位で用いられるサービス発見
プロトコルのタイプを表すことができる。ＳＳＤＰ、ＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ、ＳＬＰ
、およびＲｅｎｄｅｚｖｏｕｓというような、適したサービス発見プロトコルであればい
ずれでも用いることができる。フォーマット識別子を用いると、ワイヤレス対応デバイス
１０２は、ＩＥにおいて情報を認識するために用いることができるサービス発見のタイプ
を識別することができる。例えば、フォーマット識別子がＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙと関
連のあるＩＥフォーマットを識別した場合、ワイヤレス対応デバイス１０２は、ＩＥ４０
０から情報を抽出して、サービスを発見するためのしかるべきフォーマットでそれをＷＳ
－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙモジュールに配信することができる。ＩＥを解析して、識別したフ
ォーマットに応じて、ＩＥの異なる部分を分離することもできる。次いで、ＩＥのしかる
べき部分を検査することによって、サービスに関する情報を判定することができる。本発
明の一形態では、ＩＥ４００は、接続、例えば、レイヤ３接続を確立するのに先立って、
レイヤ２メッセージ、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ビーコン・メッセージによって、上
位レイヤのサービス発見プロトコルの使用を可能にする。拡張可能なマークアップ言語（
ＸＭＬ）構造を用いて、しかるべきスキーマ(schema)またはその他の任意の適した構造を
用いて、プロトコル・スタックのレイヤ２およびレイヤ３間において、情報を交換するこ
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とができる。一実現例では、フォーマット識別子４０２は、長さを約４バイトとするとよ
い。送る必要があるデータ量を削減するために、ＩＥ４００に送信する前に、フォーマッ
ト識別子４０２を圧縮してもよい。
【００４０】
　本発明の別の形態では、ＩＥ４００の１つ以上の部分を圧縮して、送信する情報量を削
減することができる。ＩＥの１つ以上の部分を圧縮することが望ましい場合があるのは、
サービス発見メッセージを送るために利用可能な帯域幅が比較的少量である可能性がある
からである。例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ビーコン・メッセージは、２３００バイトに
制限される場合がある。即ち、ＸＭＬ構造は、適した圧縮技法を用いて、大幅にサイズを
縮小することができる。ハッシュ関数、例えば、セキュア・ハッシュ・アルゴリズム（Ｓ
ＨＡ－１）のような適した圧縮技法であればいずれでも用いることができる。ハッシュ・
アルゴリズムは、ハッシュの衝突(collision)の可能性が低いために、特に有用であると
言える。一旦ＩＥを受信すると、これを解析して異なる部分を分離することができ、圧縮
部分を伸張することができる。ハッシュ関数を用いて情報を圧縮している場合、受信側の
デバイスは、ハッシュ表においてハッシュ情報をルックアップして、伸張した情報を判断
することができる。例えば、ワイヤレス対応デバイス１０２は、ハッシュ・フォーマット
識別子を全フォーマット情報およびＩＥに対するサービス発見情報と関連付けるハッシュ
表を有することができる。
【００４１】
　サービス・タイプ識別子４０３は、デバイスが提供するサービスのタイプ、例えば、印
刷サービスを表す情報を含むことができる。ＩＥの中に空間を保存するために、先に論じ
た技法のいずれかまたはその他の適した任意の技法を用いて、サービス・タイプ識別子４
０３を圧縮してもよい。一実現例では、サービス・タイプ識別子４０３は、長さを約４バ
イトとするとよい。
【００４２】
　ＵＵＩＤ４０４は、デバイスを識別する一意の識別子とすることができる。例えば、Ｕ
ＵＩＤは、ＩＥを送ったデバイスまたはＩＥを提供するデバイスと関連付けられた永続的
なアドレスとすることができる。あるいは、ＵＵＩＤは、種々のインターフェースおよび
プロトコルを跨るサービスの特定のインスタンスを識別するために用いることもできる。
状況によっては、ＵＵＩＤ４０４は、例えば、ＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ＵＵＩＤと対
応することもできる。一実現例では、ＵＵＩＤ４０４は、長さを約１６バイトとするとよ
い。
【００４３】
　シーケンス番号４０５は、サービスにおける変更を表すために用いられる番号とするこ
とができる。シーケンス番号４０５が、ワイヤレス対応デバイス１０２が予期する番号と
異なる場合、ワイヤレス対応デバイス１０２は、そのサービスに関してもっと新しい情報
を判定するためにメッセージを送ることができる。例えば、プリンタが、シーケンス番号
４０５を増分することによって、プリンタのステータスが変化したことを示す場合がある
。問い合わせすると、プリンタは、応答して、例えば、用紙がないことを示すことができ
る。一実現例では、シーケンス番号４０５は、長さを約４バイトとするとよい。
【００４４】
　セキュリティ情報４０６は、デバイスが要求するセキュリティのタイプを表す情報を含
むことができる。一例として、セキュリティ情報４０６は、認証および／または暗号化が
要求されているか否か、そして用いるべき方法を示すことができる。例えば、デバイスと
の接続を確立するためには、特定のタイプの暗号化および／または認証、例えば、レイヤ
３トランスポート・レイヤ・セキュリティ（ＴＬＳ）が要求される場合もある。一実現例
では、セキュリティ情報４０６は、長さを約２バイトとするとよい。
【００４５】
　チェックサム４０７は、誤りのチェックに備えるため、そしてハッシュ衝突を減らすた
めに含めることができる。チェックサム３０７は、フォーマット識別子、サービス・タイ
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プ識別子、ＵＵＩＤ、およびシーケンス番号フィールドに対するＣＲＣ－３２チェックサ
ムとするとよい。一実現例では、チェックサム４０７は、長さを約４バイトとするとよい
。
【００４６】
　ＰｎＰ　ＩＤ４０８（プラグ・アンド・プレー識別子）は、サービスを提供するのに適
した具体的なソフトウェア・ドライバ、例えば、具体的な銘柄のプリンタに合ったドライ
バに関する情報を含むことができる。ＰｎＰ　ＩＤは、サービスのタイプについて、サー
ビス・タイプ・フィールドよりも具体的とすることができる。ＰｎＰ－Ｘフレームワーク
をコールして、ユーザを認証し、必要なドライバが未だインストールされていない場合、
これをインストールすることができる。具体的なドライバが入手できない場合、汎用ドラ
イバを用いてもよい。一実現例では、ＰｎＰ　ＩＤ４０８は、長さを約６バイトとすると
よい。
【００４７】
　愛称４０９は、ユーザに対してデバイスを識別する識別子とすることができ、例えば、
「建物３プリンタ」である。愛称４０９は、例えば、適したＡＳＣＩＩ圧縮技法を用いて
圧縮することも可能である。一実現例では、愛称４０９は、長さを約３２バイトとすると
よい。
【００４８】
　アドレス識別子４１０は、デバイスが提供するサービスに関する更なる情報を得るため
にアクセスすることができる場所のＵＲＬを含むことができる。例えば、ＵＲＬは、プリ
ンタが実行する機能の詳細に関する情報、例えば、カラー印刷または両面印刷を提供する
説明ページを指し示すことができる。説明ページは、ローカル・デバイス上にあってもよ
く、またはインターネットを通じてアクセス可能なページ上にあってもよい。アドレス識
別子４１０は、ＩＰｖ６リンク・ローカル・アドレスおよびポート番号を含むことができ
る。実現例によっては、アドレス識別子４１０は長さを０および１２８バイトの間とする
とよい。
【００４９】
　本発明の別の実施形態では、サービス発見は、サービスに対する能動的な検索、および
デバイスが受動的にサービスを識別できるように、催促しないサービスの広告の双方を可
能にすることによって提供することができる。例えば、特定のサービスを必要とするデバ
イスは、繰り返し要求メッセージを送ると考えられ、サービスを提供するデバイスは、そ
のサービスを広告するために、広告メッセージを繰り返し送ると考えられる。サービスの
検索およびサービスの広告双方を可能にすることによって、サービスを要求するデバイス
またはサービスを提供するデバイスのいずれもが、情報を他方のデバイスに送ることを可
能にすることができる。
【００５０】
　本発明の一形態では、サービスの検索およびサービスの広告（能動的および受動的サー
ビス発見）の双方を可能にすると、サービス・メッセージの広告が含むサービスに関する
情報は、応答メッセージよりも少なくて済む。例えば、短縮ＩＥをこれらのデバイスによ
って送ると、最大サイズのＩＥよりも少ない情報を収容して、それらのサービスを広告す
ることができる。短縮ＩＥを送ることによってサービスを広告することによって、反復送
信に伴うオーバーヘッドを低減することができる。
【００５１】
　図５は、短縮ＩＥ５００の一例を示す図である。短縮ＩＥ５００は、ＩＥ　ＩＤ４０１
、フォーマット識別子４０２、サービス・タイプ識別子４０３、インスタンス識別子（Ｕ
ＵＩＤ）４０４、シーケンス番号４０５、およびチェックサム４０７を含むことができる
。短縮ＩＥのこれらの部分は、完全ＩＥの対応部分と同様でよい。短縮ＩＥの部分の中に
は、任意の適したハッシュ関数を用いて、圧縮してもよい場合もある。
【００５２】
　一例として、サービスを提供するデバイスは、縮小ＩＥを有する広告メッセージを送る
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ことができ、ワイヤレス対応デバイス１０２はそれらを受信することができる。例えば、
ＩＥは、デバイスが印刷サービスを提供することを広告することができるが、印刷サービ
スに関するそれ以上の詳細を含むことができない。
【００５３】
　ワイヤレス対応デバイス１０２がサービスに関する一層の情報を求める場合、先に論じ
た要求メッセージと同様とすることができる要求メッセージ（例えば、ステップＳ２０２
またはＳ３０２に関する）を送ることができ、方法２００および３００について既に説明
したステップを実行すればよい。
【００５４】
　要求の受信に応答して、サービス提供デバイスは、例えば、先に論じた応答メッセージ
（例えば、ステップＳ２０４またはＳ３０６に関して）において、最大サイズのＩＥを送
ることができる。一旦応答メッセージが受信されたなら、ワイヤレス対応デバイスは、先
に論じたように（例えば、ステップＳ２０８またはＳ３０８に関して）、デバイスに対す
る接続を確立することができる。
【００５５】
　本発明の一形態では、ワイヤレス対応デバイス１０２の近隣１１６は、必ずしもワイヤ
レス対応デバイス１０２の無線範囲によって定められなくてもよい。一例として、デバイ
スは、ワイヤレス・プロトコル、例えば、ＵＷＢが提供する追加メカニズムを利用して、
デバイス間の距離を判定してもよい。つまり、ワイヤレス対応デバイス１０２の近隣１１
６は、無線範囲よりも狭い範囲に限定してもよい。サービスを発見できる範囲を制限する
と、種々の便益が得られる。例えば、範囲を狭めると、意図しない受信側が通信を傍受す
ることが一層困難になることによって、安全性を高めることができる。
【００５６】
　ここで用いる場合、「デバイスによって受信する」および「デバイスによって送出する
」という言い方は、デバイス自体によって、または当該デバイスと通信するデバイスによ
ってワイヤレスでメッセージを受信および／または送出することを意味する。「デバイス
から受信する」および「デバイスから送出する」という言い方は、デバイス自体によって
、または当該デバイスと通信するデバイスによってワイヤレスでメッセージを受信および
／または送出することを意味する。例えば、デバイス１０２は、ワイヤを通じてＷＬＡＮ
アクセス・ポイント、またはデバイス１０２の代わりにワイヤレス要求メッセージを送る
ことができるその他のデバイスと通信することによって、ワイヤレス要求メッセージを送
ることができる。
【００５７】
　別の実施形態では、ユーザが、デバイスが提供するサービスを利用したいが、デバイス
自体はワイヤレス能力を有していない、例えば、スピーカ・システム１１２のような場合
があり得る。本発明の一形態では、サービスの発見は、ワイヤレス能力を有していないデ
バイスが提供するサービスについても提供することができる。例えば、スピーカ・システ
ム１１２がワイヤレス対応デバイス１０２の近隣１１６にある場合があるが、別のデバイ
ス、例えば、アクセス・ポイント１１２への接続がなければ、ワイヤレス対応デバイス１
０２とワイヤレスで通信できるように装備されていない場合もあり得る。スピーカ・シス
テム１１２は、有線接続のような、別の形式の接続を通じて、アクセス・ポイント１１０
に接続すればよい。
【００５８】
　サービス発見告知を、アクセス・ポイント１１０によって、スピーカ・システム１１２
に提供することもできる。例えば、メッセージの交換は、先の実施形態において論じたの
と同様に進めることができるが、ワイヤレス対応デバイス１０２は、スピーカ・システム
１１２と直接ではなく、アクセス・ポイント１１０を通じてスピーカ・システム１１２と
ワイヤレスで通信することができる。アクセス・ポイント１１０は、ワイヤレス対応デバ
イス１０２からメッセージを受信して、このメッセージをデバイス、例えば、スピーカ・
システム１１２、異なる形式の接続、例えば、有線接続を通じて送ることができる。アク
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セス・ポイント１１０は、サービスを提供するデバイス、例えば、スピーカ・システム１
１２からメッセージを受信し、このメッセージをワイヤレス対応デバイス１０２にワイヤ
レスで送ることができる。つまり、アクセス・ポイント１１０は、メッセージを１つのフ
ォーマットから別のフォーマットに変換し、メッセージをそれらの宛先にしかるべき媒体
、例えば、有線またはワイヤレスで転送することができる。
【００５９】
　本発明の一形態では、アクセス・ポイントまたはその他のデバイスは、アクセス・ポイ
ント１１０の近隣にあるデバイス、例えば、アクセス・ポイントの近隣にあるプリンタの
リストを維持することができる。デバイスは、有線接続を通じて、アクセス・ポイントに
接続することができる。サービスを広告する場合、アクセス・ポイント１１０は、リスト
上にあるデバイスに対してサービスを広告する無線メッセージを送ることができる。ワイ
ヤレス対応デバイス１０２が能動的に特定のサービスを検索する場合、アクセス・ポイン
トを通じて有線接続によってリスト上にあるしかるべきデバイスに、要求メッセージを送
ることができる。次いで、有線接続を通じて応答メッセージを送り、アクセス・ポイント
から要求元デバイスにワイヤレスで送信することができる。
【００６０】
　本発明の別の形態では、ワイヤレス対応デバイス１０２は、アクセス・ポイント１１０
を通じて有線ネットワーク１１４にアクセスすることができる。アクセス・ポイント１１
０は、無線メッセージをワイヤレス対応デバイス１０２と交換し、アクセス・ポイント１
１０を通じてネットワーク１１４によって提供することができるサービスの発見を可能に
することができる。有線ネットワーク・サービスの発見は、先に論じた適した技法のいず
れを用いても、提供することができる。
【００６１】
　また、サービスの発見は、ワイヤレス対応でないデバイス１０２にも提供することがで
きる。例えば、デスクトップ・コンピュータは、有線接続を通じてアクセス・ポイント１
１０に接続することができる。デスクトップ・コンピュータは、アクセス・ポイント１１
０と通信することによって、近隣におけるサービスを発見することができる。アクセス・
ポイント１１０と通信することによって、デスクトップ・コンピュータは、プリンタ１０
４、カメラ１０６、およびＰＤＡ１０８のようなワイヤレス・デバイスが提供するサービ
スを発見することができる。例えば、メッセージの交換は、先に論じた技法のいずれを用
いても進めることができるが、ワイヤレス・デバイスは、ワイヤレス対応でないデバイス
、例えば、デスクトップ・コンピュータと直接ではなく、アクセス・ポイント１１０とワ
イヤレスで通信することができる。
【００６２】
　図６は、近隣サービス発見システムの機能エンティティ６００の分布を示す。しかしな
がら、この機能の分布およびエンティティの選択は、単に一例に過ぎず、他の実施形態で
は異なってもよい。
【００６３】
　このアーキテクチャは、４つの機能エンティティ、ミニポート・ドライバ／ＮＩＣ６０
８、ＩＭドライバ６０６、自動環境設定サービス(Autoconfig Service)６０４、およびＡ
ＰＩレイヤ６０２を含む。ミニポート・ドライバおよびＮＩＣ６０８は、ＩＭドライバ６
０６とインターフェースすることができる。ＩＭドライバ６０６は、自動環境設定サービ
ス６０４とインターフェースすることができる。自動環境設定サービス６０４は、ＡＰＩ
レイヤ６０４とインターフェースすることができる。１つ以上のアプリケーション６０１
が、ＡＰＩレイヤとインターフェースすることができる。
【００６４】
　サービスを提供するデバイス上において、アプリケーションは、これらのサービス識別
に対応する具体的なサービスＩＥをＡＰＩレイヤ６０２に登録することができる。ＡＰＩ
レイヤ６０２は、異なるアプリケーションからの多数のＩＥを集計して、ＩＥ列を形成す
ることができるとよい。広告メッセージ（例えば、ビーコン）の期間が制限されている場
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合があるので、ＡＰＩレイヤ６０２は、全てのＩＥが広告メッセージの中に納まることを
確保するとよい。ＩＥを追加する付加要求は、最大広告または要求メッセージ期間を超過
すると、ＡＰＩレイヤ６０２によって拒絶される可能性がある。また、アプリケーション
６０１はＩＥの登録を解除することもできる。ＡＰＩレイヤ６０２は、アプリケーション
監視を行うことができる。即ち、アプリケーション６０１が、ＩＥを登録解除せずに閉じ
た場合、ＡＰＩ６０２は対応するＩＥを集計リストから除去することができる。これを行
うには、登録時にアプリケーション６０１に対して解放ハンドル(open handle)を保持す
るとよい。自動環境設定サービス６０４は、接続管理、即ち、関連付け、認証、作成およ
び加入、ならびに非常設ネットワークを責務とすることができる。
【００６５】
　特定のサービスを検索することが可能な実施形態では、サービスを提供するデバイスは
、既にまたは受動的に要求を聞き取るネットワークの一員であることができる。デバイス
は、好ましいチャネル上で送信および受信を行うこと、または極が動作する地理的位置に
適用される規制要件に応じていずれの自由のチャネルを選択することもできる。ＩＭドラ
イバ６０６は、ミニポート／ＮＩＣ６０８から転送される要求メッセージを受信すること
ができる。ＩＭドライバ６０６は、続いて、プローブ要求に収容されているサービスＩＥ
を、登録されているサービスと照合することができる。照合の際に、ＩＭドライバ６０６
は、アプリケーション／サービスの１つが既に登録してあるサービスＩＥと一致する、対
応の完全サービスＩＥを収容するプローブ応答を返送することができる。プローブ要求と
プローブ応答との間にあるタイミング要件のために、照合動作はリアル・タイムで実行す
るとよく、つまりプロセス切換遅延を伴わないとよい。
【００６６】
　サービスを広告する実施形態では、自動環境設定サービス６０４は、ＩＥを登録した後
に、非常設ネットワークを作成または加入することができる。ＩＭドライバ６０６は、ビ
ーコンを構成することができ、続いて、選択した動作モード、即ち、非常設またはインフ
ラストラクチャについての媒体アクセス規則にしたがって、このビーコンをミニポート／
ＮＩＣによって送出する。ＡＰＩレイヤ６０２におけるいずれのＩＥの追加または除去に
よっても、ビーコンの更新が生ずる可能性がある。
【００６７】
　サービスを要求するデバイス（例えば、クライアント・デバイス）上において、近隣に
おいて提供されているサービスに関心があるアプリケーション６０１は、関心のあるサー
ビスに対応するＩＥをＡＰＩレイヤ６０２に登録することができる。アプリケーションが
近隣における多数または全てのサービスに関心がある場合、ＩＥはワイルドカードを含む
、即ち、左側を空白とすることができる。
【００６８】
　サービスの検索が可能な場合、クライアント・デバイスは周期的に要求メッセージ（例
えば、プローブ・メッセージ）送り、関心のあるサービスの存在を発見しようとすること
ができる。一旦サービスを発見し接続を確立したなら、ＡＰＩレイヤ６０２はＩＭドライ
バ６０６にこのサービスに対する探査を中止するように命令することができる。「闇雲な
」探査に伴うオーバーヘッドを低減するために、ＩＭドライバ６０６はミニポート・ドラ
イバ６０８に、ネットワークを検出したときにのみ、プローブ要求を送出するように命令
してもよい。
【００６９】
　チャネル走査に続いて、広告メッセージを聴取しながら、ネットワークと関連付けられ
たサービスＩＥをＡＰＩレイヤ６０２に受け渡すことができる。デバイスは、ある時間期
間だけ各チャネルを監視することができる。ＩＥを受信した場合、ＩＥを選別して、ＡＰ
Ｉレイヤ６０２に受け渡すことができる。ＡＰＩレイヤ６０２は、続いて、一致するサー
ビス要求を登録したアプリケーション６０１に通知することができる。
【００７０】
　これより、本発明の形態を実行することができるコンピュータ・システムの特定的な実
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現例の詳細について説明する。これらの実現例の詳細は、一例として提示するに過ぎず、
本発明はいずれの特定的な実現例にも限定されない。
【００７１】
　ここに記載した方法、その行為、ならびにこの方法およびこれらの行為の様々な実施形
態および変形は、個別でもまたは組み合わせでも、１つ以上のコンピュータ読み取り可能
媒体上に接触可能に具体化したコンピュータ読み取り可能メッセージによって定義するこ
とができる。コンピュータ読み取り可能媒体は、例えば、不揮発性記録媒体、集積回路メ
モリ・エレメント、またはその組み合わせである。コンピュータ読み取り可能媒体は、コ
ンピュータによってアクセスすることができる入手可能な媒体であればいずれでも可能で
ある。限定ではない一例として、コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピュータ記憶媒
体および通信媒体から成ると考えられる。コンピュータ記憶媒体は、コンピュータ読み取
り可能命令、データ構造、プログラム・モジュール、またはその他のデータというような
情報の格納のために、あらゆる方法または技術で実施される、揮発性および不揮発性、リ
ムーバブル、ならびに非リムーバブル媒体を含む。コンピュータ記憶媒体は、ＲＡＭ、Ｒ
ＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュ・メモリまたはその他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デ
ィジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）またはその他の光学ストレージ、磁気カセ
ット、磁気テープ、磁気ディスク・ストレージまたはその他の磁気記憶デバイス、所望の
情報を格納するために用いることができしかもコンピュータがアクセス可能なその他の任
意の媒体、ならびに前述の媒体のいずれの適した組み合わせをも含むが、これらに限定さ
れるのではない。
【００７２】
　１つ以上のコンピュータ読み取り可能媒体上に具体化するコンピュータ読み取り可能メ
ッセージは、命令を、例えば、１つ以上のプログラムの一部として定義することができ、
これらをコンピュータによって実行する結果、このコンピュータに、ここに記載した機能
の１つ以上および／または種々の実施形態、変形、およびその組み合わせを実行するよう
に命令する。このような命令を具体化したコンピュータ読み取り可能媒体は、ここに記載
したシステムのいずれのコンポーネントの１つ以上に位置することができ、このようなコ
ンポーネントの１つ以上に跨って分布することもでき、更にそれらの間で移行してもよい
。本発明の種々の形態は、非プログラミング環境（例えば、ＨＴＭＬ、ＸＭＬ、またはブ
ラウザ・プログラムのウィンドウ内において見ると、グラフィカル・ユーザ・インターフ
ェース（ＧＵＩ）の形態を表現する、または他の機能を実行するその他のフォーマットで
作成した文書）において実施することもできる。本発明の種々の形態は、プログラムされ
たエレメントまたはプログラムされていないエレメント、あるいはそのいずれの組み合わ
せとしてでも実施することができる。
【００７３】
　コンピュータ読み取り可能媒体は、その上に格納されている命令を任意のコンピュータ
・システム・リソースにロードして、ここで論じた本発明の形態を実施することができる
ように、可搬型とするとよい。加えて、前述のコンピュータ読み取り可能媒体上に格納さ
れている命令は、ホスト・コンピュータ上で走るアプリケーション・プログラムの一部と
して具体化した命令に限定されるのではないことは認められよう。逆に、命令は、先に論
じた本発明の形態を実施するようにプロセッサをプログラムするために採用することがで
きるのであれば、任意の種類のコンピュータ・コード（例えば、ソフトウェアまたはマイ
クロコード）として具体化することができる。
【００７４】
　本発明による種々の実施形態は、１つ以上のコンピュータ・システム上において実施す
ることができる。例えば、本発明の種々の形態は、汎用コンピュータ・システム、例えば
、ワイヤレス対応デバイス１０２および／または周辺デバイス上において実行する特殊ソ
フトウェアとして実装することができる。コンピュータ・システムは、ディスク・ドライ
ブ、メモリ、またはデータを格納するその他のデバイスのような、１つ以上のメモリ・デ
バイスに接続されているプロセッサを含むことができる。メモリは、通例、コンピュータ
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・システムの動作中にプログラムおよびデータを格納するために用いられる。コンピュー
タ・システムのコンポーネントは、相互接続メカニズムによって結合することができ、相
互接続メカニズムは、１つ以上のバス（例えば、同じ機械の内部に一体化されたコンポー
ネント間）、および／またはネットワーク（例えば、別個の離散機械に位置するコンポー
ネント間）を含むことができる。相互接続メカニズムによって、システム・コンポーネン
ト間において通信（例えば、データ、命令）を交換することが可能となる。また、コンピ
ュータ・システムは、１つ以上の入力デバイス、例えば、キーボード、マウス、トラック
ボール、マイクロフォン、タッチ・スクリーン、および１つ以上の出力デバイス、例えば
、印刷装置、表示画面、スピーカも含む。加えて、コンピュータ・システムは、１つ以上
のインターフェースも内蔵することができる。インターフェースは、コンピュータ・シス
テムを通信ネットワーク（相互接続メカニズムに加えて、またはその代わりとして）に接
続する。
【００７５】
　ネットワーク１１４は、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、ワイド・エリア
・ネットワーク（ＷＡＮ）、イントラネット、インターネット、またはそのいずれの組み
合わせというような、適した形式のネットワークであればいずれでもよい。例示の目的上
、本例では、限定した数のデバイスを示した。デバイスは、１つ以上のサーバ、ルータ、
プロキシ、ゲートウェイ、ネットワーク・アドレス変換デバイス、またはそのいずれの適
した組み合わせを通じてネットワークに結合することもできる。
【００７６】
　尚、本発明は、いずれの特定のシステムまたはシステム群において実行することにも限
定されず、本発明は、いずれの特定の分布型アーキテクチャ、ネットワーク、または通信
プロトコルにも限定されないことは認められよう。
【００７７】
　以上、本発明の実施形態の一部について説明したが、以上のことは単なる例示に過ぎず
、限定ではなく、一例として呈示したに過ぎないことは、当業者には明白なはずである。
多数の修正やその他の例示的な実施形態も、当技術分野における通常の技術範囲に含まれ
、本発明の範囲に該当するものと見なすこととする。前述の説明および図面は、一例に過
ぎない。即ち、ここに呈示した例の多くは、方法行為またはシステム・エレメントの具体
的な組み合わせを伴うが、これらの行為およびこれらのエレメントは、別の方法で組み合
わせて同じ目的を達成することもできることは言うまでもない。一実施形態のみに関連し
て論じた行為、エレメント、および特徴は、他の実施形態における同様の役割から除外さ
れることは意図していない。
【００７８】
　「第１」、「第２」、「第３」等のような順序に関する用語を特許請求の範囲において
請求項の要素を修正するために用いる場合、これらの用語自体は、一方の請求項の要素の
他方に対する優先順、上下関係、または順序、あるいは方法の行為を実行する時間的順序
のいずれも暗示せず、単にある名称を有する一方の請求項の要素を、同じ名称を有する（
序数用語を別にすれば）別の要素から区別し、これらの請求項の要素を区別するための標
識として用いるに過ぎない。「含む」、「備えている」、または「有する」、「収容する
」、「伴う」およびその変形は、ここでは、その後に羅列する項目およびその同等物、な
らびに追加項目も包含することを意図している。
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