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(57)【要約】
　通信ネットワーク内でのピア発見の装置および方法は
、トンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)可能な
ピアデバイスを識別するように構成された発見要求を生
成するステップと、発見要求を送信するステップと、発
見要求に応答して、発見応答が受信されているかどうか
を決定するステップとを含む。一態様では、これらの装
置および方法は、発見要求がアクセスポイントに対して
透過的であるようにデータフレーム内に発見要求をカプ
セル化することが可能である。その他の態様では、これ
らの装置および方法は、TDLS機能情報をプローブ要求に
添付することによって、発見要求を形成することが可能
である。加えて、これらの装置および方法は、発見要求
に応答して、発見応答が受信されているかどうかを決定
するステップを含むことが可能である。したがって、こ
れらの装置および方法は、TDLSダイレクトリンクセット
アップを試みる前に、TDLS可能な潜在的なピアのリスト
が利用可能でありうるような決定論的なピア発見方法を
提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワーク内でのピア発見の方法であって、
　トンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)可能なピアデバイスを識別するように構
成された発見要求を生成するステップと、
　前記発見要求を送信するステップと、
　前記発見要求に応答して、発見応答が受信されているかどうかを決定するステップとを
含む方法。
【請求項２】
　前記発見要求を前記生成するステップが、前記発見要求がアクセスポイントに対して透
過的であるようにデータフレーム内に前記発見要求をカプセル化するステップをさらに含
み、前記送信するステップが、前記アクセスポイントに送信するステップをさらに含む、
請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記発見要求を前記生成するステップが、TDLS機能情報をプローブ要求に添付するステ
ップを含み、前記発見要求を前記送信するステップが、前記TDLS機能情報を含む前記プロ
ーブ要求を送信するステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記発見要求を前記生成するステップが、TDLS機能情報をビーコンに添付するステップ
を含み、前記発見要求を前記送信するステップが、前記TDLS機能情報を含む前記ビーコン
を送信するステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記発見応答を受信するステップをさらに含み、前記発見応答が、プローブ応答に添付
されたTDLS機能情報を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　別のデバイスから第2の発見要求を受信するステップをさらに含み、第2の発見応答を前
記生成するステップが、第2のTDLS機能情報を前記第2の発見応答に添付するステップと、
前記第2のTDLS機能情報を含む前記第2の発見応答を送信するステップとを含む、請求項1
に記載の方法。
【請求項７】
　前記発見応答をピアデバイスから直接受信するステップをさらに含む、請求項1に記載
の方法。
【請求項８】
　前記発見応答を前記受信するステップが、プローブ応答フレームを受信するステップを
さらに含む、請求項7に記載の方法。
【請求項９】
　前記発見要求を前記生成するステップが、伝送のためのピアツーピアデバイス発見プロ
トコルを使用して、プローブフレーム上にトンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)
機能をピギーバッグするステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記プローブフレームがプローブ要求フレームである、請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　関連性要素を前記プローブフレームに追加するステップをさらに含み、前記関連性要素
が、前記発見要求を前記生成するステップを実行している局の現在の関連性の情報を含む
、請求項9に記載の方法。
【請求項１２】
　前記発見応答によって識別された発見された局(STA)とのダイレクトリンクを形成する
ステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１３】
　前記発見要求に関連性要素を追加するステップをさらに含み、前記関連性要素が、前記
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発見要求を前記生成するステップを実行している局の現在の関連性の情報を含む、請求項
1に記載の方法。
【請求項１４】
　前記発見応答を受信するステップが、前記発見応答を生成した局の現在の関連性の情報
を含む関連性要素を受信するステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１５】
　前記関連性要素が、ダイレクトリンクのセキュリティタイプ、オペレーティングチャネ
ル、オペレーティングチャネル帯域幅、あるいはアクセスポイント(AP)に対するPHYレー
トまたはアクセスポイント(AP)からの現在のPHYレートのうちの1つもしくは複数をさらに
含む、請求項14に記載の方法。
【請求項１６】
　拡張された機能要素、ダイアログトークン、またはデバイスタイプ要素のうちの1つを
前記発見要求に追加するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１７】
　前記発見要求を前記生成するステップが、前記ブロードキャストアドレスを使用して、
前記発見要求をブロードキャストするためのブロードキャストアドレスを生成するステッ
プをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１８】
　前記発見要求を前記生成するステップが、前記発見要求を前記ユニキャストアドレスに
送るためのユニキャストアドレス情報を生成するステップをさらに含む、請求項1に記載
の方法。
【請求項１９】
　前記発見要求を前記生成するステップが、前記発見要求を送信している局に関連するア
クセスポイントのMACアドレスを識別する基本サービスセット識別子(BSSID)を含めるステ
ップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項２０】
　通信ネットワーク内でピアデバイス発見を実行するように構成された少なくとも1つの
プロセッサであって、
　トンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)可能なピアデバイスを識別するように構
成された発見要求を生成するための第1のハードウェアモジュールと、
　前記発見要求を送信するための第2のモジュールと、
　前記発見要求に応答して、発見応答が受信されているかどうかを決定するための第3の
モジュールとを備えるプロセッサ。
【請求項２１】
　通信ネットワーク内でのピアデバイス発見のためのコンピュータプログラムであって、
　コンピュータに、トンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)可能なピアデバイスを
識別するように構成された発見要求を生成させるために実行可能な第1のコードセットと
、
　前記コンピュータに前記発見要求を送信させるために実行可能な第2のコードセットと
、
　前記コンピュータに、前記発見要求に応答して、発見応答が受信されているかどうかを
決定させるために実行可能な第3のコードセットと
　を備えた一時的でないコンピュータ可読媒体
を備えるコンピュータプログラム。
【請求項２２】
　通信ネットワーク内でのピアデバイス発見のための装置であって、
　トンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)可能なピアデバイスを識別するように構
成された発見要求を生成するための手段と、
　前記発見要求を送信するための手段と、
　前記発見要求に応答して、発見応答が受信されているかどうかを決定するための手段と
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を備える装置。
【請求項２３】
　通信ネットワーク内でのピアデバイス発見のためのユーザ局装置であって、
　トンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)可能なピアデバイスを識別するように構
成された発見要求を生成するための発見要求生成器と、
　前記発見要求を送信するための通信構成要素と、
　前記発見要求に応答して、発見応答が受信されているかどうかを決定するための発見応
答決定器とを備えるユーザ局装置。
【請求項２４】
　前記発見要求生成器が、前記発見要求がアクセスポイントに対して透過的であるように
データフレーム内に前記発見要求をカプセル化するようにさらに構成され、前記通信構成
要素が、前記発見要求を前記アクセスポイントに送信するようにさらに構成される、請求
項23に記載の装置。
【請求項２５】
　前記発見要求生成器が、TDLS機能情報をプローブ要求に添付することによって、前記発
見要求を生成するようにさらに構成され、前記通信構成要素が、前記TDLS機能情報を含む
前記プローブ要求を送信するようにさらに構成される、請求項23に記載の装置。
【請求項２６】
　前記発見要求生成器が、TDLS機能情報をビーコンに添付することによって、前記発見要
求を生成するようにさらに構成され、前記通信構成要素が、前記TDLS機能情報を含む前記
ビーコンを送信するようにさらに構成される、請求項23に記載の装置。
【請求項２７】
　前記通信構成要素が、前記発見応答を受信するようにさらに構成され、前記発見応答が
、プローブ応答に添付されたTDLS機能情報を含む、請求項23に記載の装置。
【請求項２８】
　別のデバイスから受信された発見要求に応答して、第2の発見応答を生成するように構
成された発見応答生成器をさらに備え、前記発見応答生成器が、第2のTDLS機能情報を前
記発見応答に添付するようにさらに構成され、
　前記通信構成要素が、前記TDLS機能情報を含む前記第2の発見応答を送信するようにさ
らに構成される
　請求項23に記載の装置。
【請求項２９】
　前記発見応答がピアデバイスから直接受信される、請求項23に記載の装置。
【請求項３０】
　前記発見応答がプローブ応答フレームをさらに含む、請求項29に記載の装置。
【請求項３１】
　前記発見要求生成器が、伝送のためのピアツーピアデバイス発見プロトコルを使用して
、プローブフレーム上にトンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)機能をピギーバッ
クすることによって、前記発見要求を生成するようにさらに構成される、請求項23に記載
の装置。
【請求項３２】
　前記プローブフレームがプローブ要求フレームである、請求項31に記載の装置。
【請求項３３】
　前記発見要求生成器が、関連性要素を前記プローブフレームに追加するようにさらに構
成され、前記関連性要素が、前記ユーザ局装置の現在の関連性の情報を含む、請求項31に
記載の装置。
【請求項３４】
　前記通信構成要素が、前記発見応答によって識別された発見された局(STA)とのダイレ
クトリンクを確立するようさらに構成される、請求項23に記載の装置。
【請求項３５】
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　前記発見要求生成器が、関連性要素を前記発見要求に追加するようにさらに構成され、
前記関連性要素が、前記ユーザ局装置の現在の関連性の情報を含む、請求項23に記載の装
置。
【請求項３６】
　前記発見応答が、前記発見応答を生成した局の現在の関連性の情報を含む関連性要素を
含む、請求項23に記載の装置。
【請求項３７】
　前記関連性要素が、ダイレクトリンクのセキュリティタイプ、オペレーティングチャネ
ル、オペレーティングチャネル帯域幅、あるいはアクセスポイント(AP)に対するPHYレー
トまたはアクセスポイント(AP)からの現在のPHYレートのうちの1つもしくは複数をさらに
含む、請求項36に記載の装置。
【請求項３８】
　前記発見要求生成器が、拡張された機能要素、ダイアログトークン、またはデバイスタ
イプ要素のうちの1つを前記発見要求に追加するようにさらに構成される、請求項23に記
載の装置。
【請求項３９】
　前記発見要求が、前記ブロードキャストアドレスを使用して、前記発見要求をブロード
キャストするためのブロードキャストアドレスをさらに含む、請求項23に記載の装置。
【請求項４０】
　前記発見要求が、前記発見要求を前記ユニキャストアドレスに送るためのユニキャスト
アドレスをさらに含む、請求項23に記載の装置。
【請求項４１】
　前記発見要求生成器が、前記ユーザ局装置に関連するアクセスポイントのMACアドレス
を識別する基本サービスセット識別子(BSSID)を前記発見要求内に含めるように構成され
る、請求項23に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
米国特許法第119条に基づく優先権主張
　本特許出願は、それらの両方が本明細書の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明
示的に組み込まれている、2009年11月4日に出願した、「METHOD AND APPARATUS FOR MULT
I-PROTOCOL DEVICE DISCOVERY IN WIRELESS LOCAL AREA NETWORKS(WLAN)」という表題の
仮出願第61/258,131号、および2010年1月5日に出願した、「METHOD AND APPARATUS FOR M
ULTI-PROTOCOL DEVICE DISCOVERY IN WIRELESS LOCAL AREA NETWORKS(WLAN)」という表題
の仮出願第61/292,395号の優先権を主張するものである。
【０００２】
　本開示は、一般に、無線通信ネットワーク内でのデバイス発見のための装置および方法
に関し、より詳細には、本開示は、IEEE802.11プロトコル(WiFi)に基づくWLANシステム内
でのピアデバイス発見に関する。
【背景技術】
【０００３】
　多くの通信システムにおいて、いくつかの相互に作用する空間的に分離されたデバイス
間でメッセージを交換するために通信ネットワークが使用されている。様々な態様で、様
々なタイプのネットワークが分類可能である。一例では、ネットワークの地理的範囲は、
広域、大都市圏、ローカルエリア、またはパーソナルエリアの全体にわたる場合があり、
対応するネットワークは、広域ネットワーク(WAN)、大都市圏ネットワーク(MAN)、ローカ
ルエリアネットワーク(LAN)、またはパーソナルエリアネットワーク(PAN)と呼ばれること
になる。ネットワークは、様々なネットワークノードとデバイスとを相互接続するための
交換技術/ルーティング技術(例えば、回路交換とパケット交換)の点で、伝送に関して用
いられる物理媒体のタイプ(例えば、有線と無線)の点で、または、使用される通信プロト
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コルのセット(例えば、インターネットプロトコル群、SONET(同期型光ネットワーキング)
、イーサネット（登録商標）など)の点でもやはり異なる。
【０００４】
　通信ネットワークの1つの重要な特性は、ネットワークの構成体間での電気信号を送信
するための有線媒体または無線媒体の選択である。有線ネットワークの場合、遠距離にわ
たってメッセージトラフィックを伝える誘導電磁波形を伝搬するために、銅線、同軸ケー
ブル、光ファイバケーブルなど、有形の物理媒体が用いられる。有線ネットワークは、静
的形式の通信ネットワークであり、通常、固定ネットワーク要素の相互接続または大量デ
ータ転送にとって有利である。例えば、光ファイバケーブルは、多くの場合、地表上の大
陸全域のまたは大陸間の大量データ転送など、大きなネットワークハブ間の長距離にわた
る、スループットが非常に高いトランスポートアプリケーションにとって好ましい伝送媒
体である。
【０００５】
　他方で、ネットワーク要素が動的な接続性ニーズを伴うモバイルであるとき、またはネ
ットワークアーキテクチャが、固定トポロジではなく、アドホックトポロジで形成されて
いる場合、無線ネットワークが好まれることが多い。無線ネットワークは、無線帯域、マ
イクロ波帯域、赤外線帯域、光学帯域、周波数帯域などの中で電磁波を使用する無誘導伝
搬モードの無形の物理媒体を用いる。無線ネットワークは、固定有線ネットワークと比べ
て、ユーザの移動性と迅速な現場配置とを促進する明確な利点を有する。しかし、無線伝
搬の使用は、適合スペクトル利用(compatible spectrum utilization)のために、ネット
ワークユーザ間のかなり活発なリソース管理と、より高いレベルの相互調整および相互協
力とを必要とする。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以下の説明は、1つまたは複数の態様の基本的な理解をもたらすために、そのような態
様の簡素化された概要を提示する。この概要は、すべての企図される態様の詳細な概要で
はなく、すべての態様の主な要素もしくは重要な要素を識別すること、またはいずれの態
様もしくはすべての態様の範囲を記述することが意図されない。その唯一の目的は、後に
提示されるより詳細な説明の前置きとして、1つまたは複数の態様のいくつかの概念を簡
素化された形で提示することである。
【０００７】
　一態様では、通信ネットワーク内でのピア発見の方法は、トンネルダイレクトリンクセ
ットアップ(TDLS)可能なピアデバイスを識別するように構成された発見要求を生成するス
テップと、その発見要求を送信するステップと、その発見要求に応答して、発見応答が受
信されているかどうかを決定するステップとを含む。
【０００８】
　別の態様では、通信ネットワーク内でピアデバイス発見を実行するように構成された少
なくとも1つのプロセッサは、トンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)可能なピア
デバイスを識別するように構成された発見要求を生成するための第1のハードウェアモジ
ュールを備える。さらに、この少なくとも1つのプロセッサは、その発見要求を送信する
ための第2のモジュールと、その発見要求に応答して、発見応答が受信されているかどう
かを決定するための第3のモジュールとを含む。
【０００９】
　さらなる態様では、通信ネットワーク内でのピアデバイス発見のためのコンピュータプ
ログラム製品は、コンピュータに、トンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)可能な
ピアデバイスを識別するように構成された発見要求を生成させるために実行可能な第1の
コードセットを含む、一時的でないコンピュータ可読媒体を備える。この一時的でないコ
ンピュータ可読媒体は、コンピュータにその発見要求を送信させるために実行可能な第2
のコードセットと、コンピュータに、その発見要求に応答して、発見応答が受信されてい
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るかどうかを決定させるために実行可能な第3のコードセットとをさらに含む。
【００１０】
　別の態様では、通信ネットワーク内でのピアデバイス発見のための装置は、トンネルダ
イレクトリンクセットアップ(TDLS)可能なピアデバイスを識別するように構成された発見
要求を生成するための手段と、その発見要求を送信するための手段と、その発見要求に応
答して、発見応答が受信されているかどうかを決定するための手段とを備える。
【００１１】
　追加の態様では、通信ネットワーク内でのピアデバイス発見のためのユーザ局装置は、
トンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)可能なピアデバイスを識別するように構成
された発見要求を生成するための発見要求生成器と、その発見要求を送信するための通信
構成要素と、その発見要求に応答して、発見応答が受信されているかどうかを決定するた
めの発見応答決定器とを備える。
【００１２】
　さらに、追加の態様は、本明細書で説明されるように、発見要求を検出して、その発見
要求に応答するための方法を含むことが可能である。この点でさらなる態様は、発見要求
を検出して、その発見要求に応答するステップを実行するためのモジュールを備えた少な
くとも1つのプロセッサ、発見要求を検出して、その発見要求に応答するためにコンピュ
ータによって実行可能な命令を含むコンピュータ可読媒体を備えたコンピュータプログラ
ム製品、または、発見要求を検出して、その発見要求に応答するための手段もしくは構成
要素を備えた装置を含むことが可能である。
【００１３】
　前述の目的および関係する目的を達成するために、1つまたは複数の態様が以下で十分
説明され、特許請求の範囲で特に指摘される特徴を含む。以下の説明および添付の図面は
、1つまたは複数の態様のいくつかの例示的な特徴を詳細に記載する。しかし、これらの
特徴は、様々な態様の原理を用いることが可能な様々な様式のほんのいくつかを示し、本
説明は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を包括することが意図される。
【００１４】
　開示される態様は、以下で、類似の表示が類似の要素を示し、構成要素の周囲の破線が
オプションの要素を示す、開示される態様を限定するのではなく、開示される態様を例示
するために提供される添付の図面と共に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本明細書で説明される発見プロトコルを実施する局を含む無線通信ネットワーク
の一態様の概略図である。
【図２】図1のシステムの一態様で使用されうるプローブ要求の一態様のブロック図であ
る。
【図３】図1のシステムの一態様で使用されうるプローブ応答の一態様のブロック図であ
る。
【図４】図1のシステムで使用される基地局セット識別子(BSSID)要素の形式の一態様のブ
ロック図である。
【図５】図1のシステムで使用される関連性要素の形式の一態様のブロック図である。
【図６】図1のシステムの一態様で使用されうるカプセル化された発見要求の一態様のブ
ロック図である。
【図７】図1のシステムの一態様で使用されうるカプセル化された発見応答の一態様のブ
ロック図である。
【図８】図1のシステムの一態様で使用されうる基本サービスセット識別子(BSSID)要素を
伴うTDLS発見要求の形式の要素の一態様の表である。
【図９】図1のシステムの一態様で使用されうる基本サービスセット識別子(BSSID)要素を
伴うTDLS発見応答フレームの形式の要素の一態様の表である。
【図１０】図1のシステムの一態様で使用されうるリンク識別子要素の一態様のブロック
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図である。
【図１１】図1のシステムの一態様で使用される発見要求フレーム内および発見応答フレ
ーム内に含まれうるリンク識別子フィールドのコンテンツの一態様の表である。
【図１２】図1のシステムの一態様で使用されうるリンク識別子要素を伴うTDLS発見要求
の形式の要素の一態様の表である。
【図１３】図1のシステムの一態様で使用されうるリンク識別子要素を伴うTDLS発見応答
フレームの形式の一態様の表である。
【図１４】デバイスの現在の関連性に関する情報を含み、図1のシステムの一態様で使用
されうる関連性要素の一態様のブロック図である。
【図１５】トンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)発見交換の方法の一態様のメッ
セージ流れ図である。
【図１６】ブロードキャストTDLSセットアップ要求と、その後に続く、ユニキャストTDLS
セットアップ要求から始まるTDLSセットアップとに基づくTDLS発見の一態様のメッセージ
流れ図である。
【図１７】TDLS発見で使用される考えられるフレームの形式の一態様の表である。
【図１８】直接的な発見応答を伴うブロードキャスト発見要求の一態様のメッセージ流れ
図である。
【図１９】直接応答を伴うユニキャスト発見要求の一態様のメッセージ流れ図である。
【図２０】直接応答を伴うユニキャスト発見と組み合わされたAPを介した、応答を伴うTD
LSブロードキャスト発見の一態様のメッセージ流れ図である。
【図２１】プローブ要求とプローブ応答とに基づくTDLS発見手順の一態様のメッセージ流
れ図である。
【図２２】プローブ要求とプローブ応答とに基づくTDLS発見手順の別の態様のメッセージ
流れ図である。
【図２３】プローブ要求のエコーイング(echoing)を含む、プローブ要求とプローブ応答
とに基づくTDLS発見手順の別の態様のメッセージ流れ図である。
【図２４】通信ネットワーク内でのピアデバイス発見の方法の一態様の流れ図である。
【図２５】無線通信ネットワーク内でトンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)発見
を実行するための局(STA)の一態様の概略図である。
【図２６】無線通信ネットワーク内でトンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)発見
を実行するための局(STA)の別の態様の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、図面を参照して、様々な態様が説明される。以下の説明において、説明のために
、1つまたは複数の態様の十分な理解をもたらす目的で、多数の特定の詳細が記載される
。しかし、そのような態様は、これらの詳細な説明なしに実施可能である点はあきらかで
あろう。
【００１７】
　図1を参照すると、一例では、一般的な無線ネットワーク技法は、様々なタイプの無線
ローカルエリアネットワーク(WLAN)を含む。WLAN100は、WiFi、または、より一般的に、I
EEE802.11無線プロトコルファミリーのメンバなど、広く使用されているネットワーキン
グプロトコルを用いて、近くのデバイスを一緒に相互接続するために使用可能である。
【００１８】
　一態様では、WLAN100は、無線ネットワークにアクセスする構成要素である様々な局(ST
A)からなる。一例では、2つのタイプの局(STA)、すなわち、アクセスポイント102および
クライアント104、106が存在する。一般に、アクセスポイントは、WLANに関するハブまた
は基地局として機能し、クライアントは、WLANのユーザとして機能する。例えば、クライ
アントは、ラップトップコンピュータ、携帯情報端末(PDA)、モバイル電話などであって
よい。一例では、クライアントは、インターネットまたはその他の広域ネットワークに対
する一般的な接続性を取得するために、WiFi(例えば、IEEE802.11プロトコル)準拠の無線
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リンクを経由してアクセスポイントに接続する。
【００１９】
　一態様では、802.11無線ネットワークは、2つのモード、すなわち、インフラストラク
チャモードおよびアドホックモードで動作することが可能である。インフラストラクチャ
モードにおいて、クライアント、すなわち局(STA)は、例えば、インターネットアクセス
を含めて、その他の無線クライアントをネットワークインフラストラクチャに接続するた
めのハブとして機能するアクセスポイント(AP)に接続する。インフラストラクチャモード
は、その他の無線クライアントに接続性を提供するために、クライアントサーバアーキテ
クチャを使用する。アドホックモードにおいて、無線クライアントは、ピアツーピアアー
キテクチャにおいて互いに対して直接接続を有する。一態様では、802.11無線ネットワー
クは、無線ネットワーク特性(例えば、最大データ転送速度、暗号化ステータス、AP MAC
アドレス、SSIDなど)をすべての近くのクライアントにブロードキャストする周期的なビ
ーコン信号を生成する。例えば、SSIDは、特定の無線ネットワークを識別する。使用され
るいくつかの専門用語の頭字語リストがここで提示される。
【００２０】
　頭字語リスト
【００２１】
　AP　アクセスポイント
【００２２】
　A1　アドレス1
【００２３】
　A2　アドレス2
【００２４】
　A3　アドレス3
【００２５】
　BSS　基本サービスセット
【００２６】
　BSSID　基本サービスセット識別子
【００２７】
　DTIM　配信トラフィック表示マップ
【００２８】
　IE　情報要素
【００２９】
　IEEE　電気電子技術者協会
【００３０】
　L2　レイヤ2
【００３１】
　MAC　媒体アクセス制御
【００３２】
　OUI　組織固有識別子
【００３３】
　P2P　ピアツーピア
【００３４】
　SNAP　サブネットアクセスプロトコル
【００３５】
　SSID　サービスセット識別子
【００３６】
　STA　局
【００３７】
　TDLS　トンネルダイレクトリンクセットアップ
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【００３８】
　TSF　タイミング同期機能
【００３９】
　WFA WiFiアライアンス
【００４０】
　WFD WiFiディスプレイ
【００４１】
　WiFi　ワイヤレスフィデリティ
【００４２】
　一態様では、無線プロトコルIEEE802.11zは、同じアクセスポイント(AP)に関連する複
数の無線802.11局(STA)が、その間でダイレクトリンク、例えば、無線ピアツーピア接続
をセットアップするのを可能にするプロトコルを定義する。このプロトコルは、トンネル
ダイレクトリンクセットアップ(TDLS)と呼ばれる。TDLSセットアップメッセージは、それ
らのメッセージが任意のAPを介してトネリングされうるように、特定のイーサタイプでカ
プセル化される。一例では、このイーサタイプは、フレームペイロード内でカプセル化さ
れたプロトコルを示す、イーサネット（登録商標）フレーム内のフィールドである。APは
2つのSTA間で使用されることになるTDLSに関して更新されなくてよいため、これは特に有
益である。APを更新する必要なしに、2つのTDLS可能なSTA間でTDLSダイレクトリンクをセ
ットアップすることが可能である。
【００４３】
　現在、TDLSは、同じ基本サービスセット(BSS)内での(例えば、同じAPに関連する)他のS
TAの発見は、発信元アドレスと宛先アドレスとを検出して、意図されるピアSTAの機能の
先行知識なしに、TDLSセットアップ要求を送ることに基づくことを仮定する。しかし、TD
LSダイレクトリンクセットアップを試みる前に、TDLS可能な潜在的なピアSTAのリストが
利用可能でありうるような、より決定論的な発見方法を有することが望ましい。
【００４４】
　したがって、図1を再び参照すると、一態様では、説明される装置および方法は、1つま
たは複数の他のピアSTAの発見、ならびに当該ピアSATとの通信を管理するために、クライ
アント104および106など、1つまたは複数の局にピア発見構成要素108を含む。一態様では
、例えば、ピア発見構成要素108は、1つもしくは複数のピアSTAの発見を円滑にして、TDL
Sダイレクトリンク109のセットアップを開始および/または確立するために実行可能なハ
ードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、実行可能命令、あるいはデータのうちの1
つもしくはそれらの任意の組合せであってよい。一態様では、ピア発見構成要素108は、
潜在的なピアSTAに関する情報についての発見要求112を生成するように構成された発見要
求生成器110を含むことが可能である。例えば、一態様では、発見要求112は、特定の形式
を有する発見要求フレームを含むことが可能であり、この発見要求フレームは、下でより
詳細に議論されるように、アクセスポイント102など、別のSTAを介した透過的な伝送のた
めにカプセル化されうる。さらに、例えば、異なる態様では、発見要求112は、ピアツー
ピア(P2P)発見プロトコルの一部として送信されたプローブ要求またはビーコンを含むこ
とが可能であるか、当該プローブ要求または当該ビーコンに添付可能である。この場合、
例えば、発見要求112は、下でより詳細に議論されるように、TDLS機能表示を含むことが
可能であり、オプションで、関連性情報を含むことが可能である。
【００４５】
　さらに、ピア発見構成要素108は、発見応答116が受信されているかどうかを決定するよ
うに構成された発見応答決定器114をさらに含むことが可能である。一態様では、例えば
、発見応答116は、発見応答116を提供する1つもしくは複数のピアSTA、例えば、1つもし
くは複数の発見された局のTDLS機能表示118を決定するための推論を含むことが可能であ
るか、または当該推論を提供することが可能である。そのような発見された局は、ピアデ
バイスと見なすことができる。TDLS機能表示118は、TDLS可能なSTA、識別されたSTAのTDL
S機能、および/または識別されたSTAを用いて、TDLS通信、例えば、TDLSダイレクトリン
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ク109を確立するための任意のその他のパラメータを識別するために使用可能である。
【００４６】
　加えて、ピア発見構成要素108は、別のSTAからの発見要求の受信に基づいてなど、発見
応答116を生成するように構成された発見応答生成器120をさらに含むことが可能である。
すなわち、STA106は、STA104からの発見要求112の受信に応答して、発見応答116を生成す
るために発見応答生成器120を操作することが可能である。その代わりに、または加えて
、STA104は、別のデバイスからの第2の発見要求の検出およびまたは受信に応答して、第2
の発見応答を生成するために発見応答生成器120を操作することが可能である。
【００４７】
　さらに、ピア発見構成要素108は、別のピアSTAとの通信を確立するために、ピア通信イ
ニシエータ122をさらに含むことが可能である。例えば、一態様では、ピア通信イニシエ
ータ122は、発見応答116内で受信されたSTA情報118に基づいて、別のSTAとのTDLS通信を
開始または実行するためのプロトコルを含む。
【００４８】
　例えば、図1の場合、STA104がSTA106によって受信される発見要求112を送信する場合、
STA106は、発見応答116を生成して、STA104による受信のために、発見応答116を送信する
ことが可能である。TDLS機能表示118に基づいて、STA104は、次いで、STA106とのTDLSダ
イレクトリンク109を確立することが可能である。
【００４９】
　これにより、開示される態様の装置および方法は、TDLSダイレクトリンクセットアップ
を試みる前に、TDLA可能な潜在的なピアSTAのリストが利用可能になりうるように、決定
的な発見方法を提供する。
【００５０】
　一態様では、ピアツーピア(P2P)およびトンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)
など、WiFiデバイスに関する新しい接続タイプの到来に伴い、複数の接続プロトコル上で
デバイスおよびサービスを発見する必要が存在する。発見は、無線デバイスまたは無線サ
ービスに対するアクセスを取得するのを円滑にするコンピュータプロトコルを指す。TDLS
は、IEEE802.11zプロトコルにおいて定義されている。ピアツーピア(P2P)プロトコルは、
現在、ワイヤレスフィデリティ(WiFi)アライアンス(WFA)ダイレクトとも呼ばれている。T
DLSおよびP2Pは、WFAディスプレイ(WFD)に関するトランスポート機構になる可能性が高い
。WFDは、ディスプレイとの無線接続に関するWFA証明ラベルである。
【００５１】
　図2および3を参照すると、一態様では、ピア発見構成要素108(図1)は、P2Pデバイス発
見にTDLS発見をピギーバッグすることによって、潜在的なTDLSピアデバイスの発見を達成
することが可能である。P2Pデバイス発見は、いわゆる、ソーシャルチャネル上のP2Pデバ
イス間のプローブ要求/プローブ応答の交換に基づく。ピア発見構成要素108(図1)によっ
て実行されるTDLSピアSTAの発見のために、発見要求112および/または発見応答116は、要
求しているSTAに対応するTDLS機能表示119、および/もしくは応答しているSTAに対応する
TDLS機能表示118をそれぞれ含む、プローブ要求フレーム130ならびに/またはプローブ応
答フレーム132を含むことが可能である。
【００５２】
　一態様では、それぞれのTDLS機能表示118または119は、それぞれ、機能要素134または1
36の一部でありうる。例えば、機能要素134または136が拡張機能要素を含む場合、それぞ
れのTDLS機能表示118または119は、拡張機能要素内のビットでありうる。さらに、例えば
、TDLS機能ビットは、拡張機能要素の機能フィールドのビット37でありうる。別の例では
、TDLS機能表示118または119は、物理的に存在しない場合があるが、TDLSがWFD証明の必
須部分である場合、プローブ要求フレーム130/プローブ応答フレーム132内に含まれたWFD
機能表示138または140から推論できる。さらに別の例では、TDLS機能表示118または119は
、プローブ要求フレーム130/プローブ応答フレーム132内に含まれうる別個のTDLS機能要
素、例えば、特定のタイプの機能要素134または136から推論できる。
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【００５３】
　ピアツーピア(P2P)発見手順は、TDLS可能デバイスが現在関連するAPの基本サービスセ
ット識別子(BSSID)をもたらすことも可能である。一態様では、IEEE802.11プロトコル内
の基本サービスセットは、1つのアクセスポイント(AP)とすべての関連する局(STA)とから
なる。このために、図2および3を参照すると、それぞれ、要求しているSTAまたは応答し
ているSTAに対応する現在のBSSID146または148をP2P発見の一部として送信されるプロー
ブ要求フレーム130/プローブ応答フレーム132内にBSSID要素142または144の形で含むこと
が可能である。
【００５４】
　図4を参照すると、図2および3のBSSID要素142または144など、BSSID要素フォーマット2
00の一例は、以下を含む。
要素IDフィールド202は、802.11-2007プロトコル定義の表7～26内で定義されるBSSID要素
を識別する
長さフィールド204は、6に設定される
BSSIDフィールド206は、STAが現在関連するATのMACアドレスに設定される
【００５５】
　関連性要素150または152を含めることによって、現在の関連性に関するその他の情報を
プローブ要求130内またはプローブ応答132内に含むことができる。関連性要素150または1
52は、プローブ要求フレーム130またはプローブ応答フレーム132を送っているデバイス(
例えば、それぞれのSTA)の現在の関連性に関する情報を含むことが可能である。
【００５６】
　図5を参照すると、図2および3の関連性要素150または152など、関連性要素フォーマッ
ト300の一例は、以下を含む。
要素IDフィールド302は、802.11-2007プロトコル定義の表7～26内で定義される関連性要
素を識別する
長さフィールド304は、7+nに設定される
BSSIDフィールド306は、STAが現在関連するAPのMACアドレスに設定される(関連性要素フ
ォーマット300のBSSIDフィールド306は、図4のBSSID要素フォーマット200のBSSIDフィー
ルド206と同じでありうる点に留意されたい)
チャネルフィールド308は、その関連性のチャネルに設定される
SSIDフィールド310は、その関連性のSSIDに設定される。サービス設定識別子、SSIDは、
人が読み取れるネットワークの名称である。
【００５７】
　一態様では、サービス設定識別子は、ローカルまたは企業のいずれかの特定の802.11無
線ネットワークを指定する。正規の802.11 STAはプローブ応答を送らず、プローブ要求は
AP、例えば、(他のSTA、例えば、STA104または106に関係しない)AP102だけを対象とする
ため、BSSID要素142/144または関連性要素150/152をプローブ要求130/プローブ応答132に
追加することは、例えば、WFA TDLS仕様書の一部として、WiFiアライアンス(WFA)におい
て定義されることが必要な場合がある。WFA内で完全に定義されるP2Pモードにおいて、プ
ローブ要求フレーム/プローブ応答フレームを他のSTAに送っているSTAは、P2P発見の一部
である。例えば、TDLS機能ビットは電気電子技術者協会(IEEE)によって規制されるフィー
ルド内のビットの定義を必要とするため、例えば、TDLS機能表示118または119に関して上
で参照されたTDLS機能ビットは、IEEEによって定義されるべきである。
【００５８】
　機能要素134および136、BSSID要素142および144、ならびに関連性要素150および152は
、それぞれ、プローブ要求130およびプローブ応答132を参照して説明されているが、これ
らの要素は図1の発見要求112内および発見応答116内にも存在しうる点を理解されたい。
すなわち、図1の発見要求112および発見応答116は、機能要素134および136、BSSID要素14
2および144、または関連性要素150および152のうちの1つまたは複数をP2P発見プロセスに
関連しないTDLS発見プロセス内に含むことが可能である。
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【００５９】
　一例では、発見されたSTA、例えば、図1のSTA106が、そのSTAがAP、例えば、図1のAP10
2に現在関連し、走査しているSTA、例えば、図1のSTA104がそのAPに関連しうる場合、そ
の走査しているSTAは、そのAPに関連でき、発見されたSTAとのP2Pネットワークを開始す
るのではなく、その発見されたSTAとTDLSダイレクトリンク、例えば、図1のリンク109を
形成することが可能である。TDLSダイレクトリンク109を形成する利点は、APとの同時ア
クセスがより容易になる可能性があり、(APに関する資格がその走査しているSTAにおいて
利用可能であったため)発見されたSTAと接続するために新しい資格を入力する必要がない
ことである。
【００６０】
　一態様では、APに関連する発見されたSTAに対する接続を望む、走査しているSTAは、2
つのオプションを有する。第1のオプションは、発見されたSTAとP2Pネットワークを開始
することである。このP2Pネットワークは、発見されたSTAによる同時動作を簡素化するた
めに、APとの関連性に関して使用されるのと同じチャネル上で開始できる。第2のオプシ
ョンは、APに対する関連性を走査し、次いで、発見されたSTAとTDLSダイレクトリンクを
セットアップすることである。走査しているSTAがそのAPに関する資格を有するとき、こ
のプロセスは、ユーザ相互作用を必要としないことになる。走査しているSTAがそのAPに
関するセキュリティ資格を有さないとき、このプロセスは、セキュリティ資格を入力する
ことによって、またはプッシュボタン構成などによって、そのユーザ/そのAPに関連するS
TAを含むことになる。当業者は、本開示の趣旨または範囲に影響を及ぼさずに、セキュリ
ティ資格を確立するための多くの技法を使用できる点を理解されよう。
【００６１】
　別の態様では、走査しているSTAが、発見されたSTAと同じAPに現在関連する場合、(大
部分のAPは、その関連するSTAがピアツーピアで通信することを可能にするため)走査して
いるSTAは、APを介して通信することが可能でありうる。一態様では、そのAPを介して、T
DLS発見フレーム、例えば、図1の発見要求112を発見されたSTAに送ることによって、STA
とSTAの間の直接的な通信が可能であるかどうかをテストすることが可能である。例えば
、発見されたSTAが発見要求を受信したとき、その発見されたSTAは、TDLS発見応答、例え
ば、図1の発見応答116を送る。一例では、図1の走査しているSTAのピア発見構成要素108
は、発見要求112の送信に対応するタイマを維持することが可能であり、応答タイムアウ
トが発生したとき、例えば、タイマの期限が切れたとき、走査しているSTAは、STAとSTA
の間の通信がそのAPによってブロックされると仮定する。別の態様では、STAとAPとの間
のリンク109のセキュリティのタイプは、関連性要素内、例えば、図2および3の関連性要
素150または152内に表示できる。
【００６２】
　図6および7を参照すると、一態様では、ピア発見構成要素108(図1)は、カプセル化され
た発見要求160および/またはカプセル化された発見応答162を生成ならびに送信するよう
に更新可能である。例えば、カプセル化された発見要求160およびカプセル化された発見
応答162は、それぞれ、それぞれがカプセル化164および166内に含まれる発見要求112およ
び発見応答116に対応する。例えば、一態様では、カプセル化164および166は、発見要求1
12および発見応答116が図1のアクセスポイント102を介してなど、別のSTAを介して透過的
に送信されるのを可能にするメッセージフォーマットまたはフレームフォーマットであっ
てよい。例えば、カプセル化164および166は、レイヤ2(L2)カプセル化を含むことが可能
であるが、これに限定されない。したがって、カプセル化された発見要求160およびカプ
セル化された発見応答162は、TDLS発見のために2つの新しいTDLSフレームを画定する。
【００６３】
　一態様では、カプセル化されたTDLS発見要求フレーム160/TDLS発見応答フレーム162は
、TDLS発見要求フレーム160またはTDLS発見応答フレーム162を送っているSTAが関連するA
Pの媒体アクセス制御(MAC)アドレスのそれぞれのBSSID172および174を識別する少なくと
もそれぞれの基本サービスセット識別子(BSSID)要素168および170を含むことが可能であ
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る。BSSID要素168および170は、図4のBSSID要素フォーマット200と同じフォーマットを有
してよく、かつ/または、それぞれ、図2および3のBSSID要素142および144と同じであって
よい点に留意されたい。
【００６４】
　図8は、基本サービスセット識別子(BSSID)要素168を含めて、カプセル化されたTDLS発
見要求フレーム160に関して使用できるような、カプセル化されたTDLS発見要求フレーム
フォーマット500の一例を示す。さらに、カプセル化されたTDLS発見要求フレームフォー
マット500は、502で示されるように順序付け可能な、506で説明されるような様々なその
他の情報要素504を含むことが可能である。さらに図9は、基本サービスセット識別子(BSS
ID)要素170を含めて、カプセル化されたTDLS発見応答フレーム162に関して使用できるよ
うな例示的なTDLS発見応答フレームフォーマット600を示す。さらに、カプセル化されたT
DLS発見応答フレームフォーマット600は、602で示されるように順序付け可能な、606で説
明されるような様々なその他の情報要素604を含むことが可能である。
【００６５】
　図6および7を再び参照すると、それぞれのBSSID要素168および170の代わりに、802.11z
内で定義されるような既存のリンク識別子要素176および178をカプセル化されたTDLS発見
要求フレーム160内およびカプセル化されたTDLS発見応答フレーム162内にそれぞれ含むこ
とができる。
【００６６】
　図10は、以下の定義を用いて、図6および7のリンク識別子要素176ならびに178に関して
使用できるようなリンク識別子要素フォーマット700の一例を示す。すなわち、リンク識
別子要素を識別する要素ID702と、例えば、18に設定されてよい長さを識別する長さフィ
ールド704と、(既に議論されたBSSIDフィールドと同じであってよく、またはそれに類似
してよい)BSSIDフィールド706、TDLSイニシエータSTAアドレスフィールド708、およびそ
の要素が発見要求内または発見応答内に含まれるかどうかに応じて設定されうるTDLS応答
側STAアドレス710に限定されないが、これらなどのアドレスフィールド705とである。
【００６７】
　図11は、図6および7のカプセル化された発見要求フレーム160内ならびにカプセル化さ
れた発見応答フレーム164内に含まれたリンク識別子アドレスフィールド705の例示的なコ
ンテンツ802および804を含む表800である。
【００６８】
　図12は、リンク識別子要素176を含めて、図6のカプセル化された発見要求フレーム160
に関して使用できるような例示的なTDLS発見要求フレームフォーマット900を示す。さら
に、カプセル化されたTDLS発見要求フレームフォーマット900は、902で示されるように順
序付け可能な、906で説明されるような様々なその他の情報要素904を含むことが可能であ
る。
【００６９】
　また、図13は、リンク識別子要素178を含めて、図7のカプセル化された発見応答フレー
ム162に関して使用できるような例示的なTDLS発見応答フレームフォーマット1000を示す
。さらに、カプセル化されたTDLS発見応答フレームフォーマット1000は、1002で示される
ように順序付け可能な、1006で説明されるような様々なその他の情報要素1004を含むこと
が可能である。
【００７０】
　図6および7を再び参照すると、一態様では、カプセル化された発見要求フレーム160お
よびカプセル化された発見応答フレーム162は、それぞれ、それぞれのSTAの現在の関連性
に関するその他の情報を含むそれぞれの関連性要素180および182を含むことが可能である
。例えば、関連性要素180および182は、ATとのリンクに関するセキュリティのタイプ(例
えば、セキュリティタイプ)、オペレーティングチャネル、オペレーティングチャネル帯
域幅、APからの現在のPHYレート、APに対する現在のPHYレートなどの情報を含むことが可
能であるが、これらに限定されない。関連性要素180および182は、図2および3の関連性要
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素150ならびに152と同じであってよく、またはそれらと類似であってよい。
【００７１】
　図14は、デバイスの現在の関連性に関する情報を含む関連性要素フォーマット1100の一
例を示す。例えば、関連性要素フォーマット1100は、要素IDフィールド1102、長さフィー
ルド1104、(既に議論されたBSSIDフィールドと同じであってよく、またはそれに類似して
よい)BSSIDフィールド1106、STAアドレスフィールド1108、セキュリティタイプフィール
ド1110、オペレーティングチャネルフィールド1112、オペレーティング帯域幅フィールド
1114、APフィールドに対するPHYレート1116、APフィールドからのPHYレート1118、および
SSIDフィールド1120のうちの1つもしくは複数を含むが、これらに限定されない1つもしく
は複数の情報要素1101を含むことが可能である。
【００７２】
　一態様では、デバイスタイプ発見または(ベンダー固有要素を含めて)サービス発見に関
係する情報要素1101が発見フレームに追加される。TDLS発見要求フレーム160/TDLS発見応
答フレーム162(図6および7)は、STAによって送信されたプローブ要求/プローブ応答フレ
ーム内に通常含まれることになる情報要素1101のうちのいくつかまたはすべてを含むこと
が可能である。STAがP2Pデバイスとして動作するときだけ、それらのSTAはプローブ応答
フレームを送信する。
【００７３】
　一態様では、TDLS発見要求フレーム160(図6)は、ネットワークレイヤ2ドメイン内の任
意のデバイスがそのフレームを受信できるように、ブロードキャストアドレスに送信され
る。同じネットワークレイヤ2ドメイン内のデバイスは、そのAPに関連するデバイスであ
ってよいが、そのAPの有線インターフェースを介して接続されたデバイスおよび別のAPに
関連する無線デバイスであってもよい。
【００７４】
　別の態様では、TDLS発見要求フレーム160(図6)を受信する、TDLS可能なSTAは、TDLS発
見応答フレーム162(図7)を用いて応答できる。TDLS発見要求フレーム160内で示されるBSS
ID172(または、発見要求160内に含まれうるその他の要素のうちの1つからの別のBSSID値)
がその独自のBSSID174(または、発見応答162もしくは応答しているSTAに関連するその他
の要素のうちの1つからの別のBSSID値)とマッチしないとき、TDLS発見応答フレーム162を
送信することが可能である。802.11zプロトコルは、TDLSダイレクトリンク109(図1)が異
なるBSSIDに関連するSTA間でセットアップされることを現在可能にしない。したがって、
図6を参照すると、TDLS発見要求160は、BSSIDがマッチしない場合、応答が送られるべき
か否かの表示184を含むことが可能である。
【００７５】
　別の態様では、現在の関連性のチャネル1112は、TDLS発見要求160/TDLS発見応答162内
に含まれる。これらのチャネルが同じであるとき、これは、BSSID、例えば、172および17
4が異なるときですら、それらのSTAがTDLSダイレクトリンク109(図1)をセットアップでき
ることを示す。別の態様では、TDLS発見要求フレームは、APと関連付けられた直後に送ら
れる。例えば、一定の間隔で、例えば、一秒に一回、TDLS発見要求フレームを送ることが
できる。TDLS発見要求フレームは、ユニキャストアドレスに送ることができる。TDLS発見
要求フレームは、ユニキャストアドレス(A1=BSSID、A2=STAアドレス、A3=ユニキャストア
ドレス)に送ることができる。TDLS発見要求フレームが送信されるユニキャストアドレス
は、MACサービスデータユニット(MSDU)がこのアドレスに送信された後で、またはこのア
ドレスから受信された後で取得可能である。
【００７６】
　別の態様では、TDLS機能表示118または119(図1)は、TDLS発見要求フレーム160またはTD
LS発見応答フレーム162を受信することによって暗示される。しかし、図2および3に関す
る上の開示に類似して、特定のTDLS機能要素、例えば、機能要素134または136を、カプセ
ル化されたTDLS発見要求160/カプセル化されたTDLS発見応答162を含めて、TDLS発見要求1
12/TDLS発見応答116内に含むことができる。例えば、TDLS機能は、TDLS発見要求/TDLS発
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見応答内に含まれた拡張された機能要素の一部として信号送信できる。
【００７７】
　別の態様では、TDLSセットアップ要求フレーム/TDLSセットアップ応答フレーム内に含
まれた情報要素は、TDLS発見要求フレーム/TDLS応答フレーム内にも含まれる。発見のた
めに、一例では、TDLSセットアップ規則は以下のように修正される。TDLSセットアップ要
求フレームは、そのフレームを発見フレームとして指定するブロードキャストアドレスに
送信される(例えば、グループアドレスに対するTDLSセットアップ要求フレームの送信は
、そのセットアップ要求フレームを発見フレームとして指定する)。ブロードキャストTDL
Sセットアップ要求フレームを受信するとき、TDLSをサポートするデバイスは、ユニキャ
ストTDLSセットアップ応答フレームを用いて応答する。一態様では、TDLSセットアップ確
認フレームは、ブロードキャストTDLSセットアップ要求フレームに応答した、受信された
TDLSセットアップ応答フレームに応答して送信されなくてよい。ダイアログトークン、例
えば、同じダイアログまたは同じメッセージの交換に関係するメッセージを識別するため
に使用されるトークンを使用して、セットアップ要求と対応する応答とをマッチさせるこ
とが可能である。発見に関してTDLSセットアップフレームを再使用することは、802.11z
プロトコル内に新しいフレームを画定する必要性を除去する。
【００７８】
　TDLSセットアップ要求フレームがTDLS発見に関して使用されるとき、TDLSセットアップ
確認フレームを送ることによって、ダイレクトリンクの開始を引き起こすことができる(
この場合、確認フレームは、ダイレクトリンクを開始するために必要とされる唯一のフレ
ームである)。TDLSダイレクトリンクをアクティブ化するために、いずれか(要求側または
応答側のいずれか)のSTAがTDLSセットアップ確認フレームを送信できる。しかし、2つのT
DLS可能なSTAは実際にはいずれのデータも交換しない可能性があるため、TDLSセットアッ
プ確認フレームをTDLS発見の後でそれらのTDLS STA間で送信しなくてよい。一態様では、
すべての受信されたブロードキャストTDLSセットアップ要求および関連するTDLSセットア
ップ応答に関する状態はSTAに記憶される。
【００７９】
　したがって、TDLSセットアップ要求フレームおよびTDLSセットアップ応答フレームが発
見に関して使用されるとき、ダイレクトリンクを実際にセットアップするために、別のTD
LSセットアップ要求フレーム(ならびに、場合によっては、対応するTDLSセットアップ応
答フレームおよびTDLSセットアップ確認フレーム)を送ることが必要な場合がある。これ
は、TDLS発見交換の一部であった、そこからTDLSセットアップ要求フレーム/TDLSセット
アップ応答フレームを受信したすべてのSTAの機能を追跡しなければならない負担を低減
する。
【００８０】
　さらに、一態様では、潜在的なTDLSピアSTAは、ブロードキャスト発見要求を送ること
によって発見でき、この発見要求情報は、レイヤ2(L2)カプセル化の形でカプセル化され
る。加えて、例えば、一態様では、これらの発見応答は、要求しているSTAのユニキャス
トアドレスに送られ、この発見情報もやはりL2カプセル化の形でカプセル化される。
【００８１】
　図15は、TDLS発見交換400の1つの例示的な流れ図である。TDLS発見交換400は、新しく
画定されたTDLS発見フレーム160およびTDLS発見応答フレーム162(図6および7)に基づく。
401において、STA1 104は、アドレス情報A1=BSSIDと、A2=STA1と、A3=ブロードキャスト
とを含めて、ブロードキャストTDLS発見要求フレーム408をAP102に送信する。403および4
05において、AP102は、TDLS発見要求フレーム410をブロードキャストアドレス、例えば、
A1=ブロードキャスト、A2=BSSID、A3=STA1に転送する。STA2 106は、AP102からブロード
キャストTDLS発見要求フレーム410を受信する。STA2 106は、TDLS可能であり、407におい
て、アドレス情報A1=BSSID、A2=STA2、A3=STA1と共に、TDLS発見応答フレーム412を用い
て応答する。すなわち、STA2 106は、応答フレーム412内に少なくともその現在のBSSID、
および、場合によっては、その現在の関連性または(デバイスタイプもしくはデバイスタ
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イプ要素など)その機能に関するその他の情報を含む。409において、AP102は、アドレス
情報A1=STA1、A2=BSSID、A3=STA2を用いて、応答フレーム414をSTA1 104に転送する。応
答フレーム414は、STA1によって受信され、STA1は、その後、STA2 106をTDLS可能なピアS
TAのリストに追加する。TDLS発見応答414のペイロード内に含まれたBSSIDは、STA1 104が
関連するBSSIDと同じである。
【００８２】
　図16は、ブロードキャストTDLSセットアップ要求と、その後に続く、ユニキャストTDLS
セットアップ要求から始まるTDLSセットアップとに基づくTDLS発見メッセージフロー1200
の1つの例示的な流れ図を示す。1201において、STA1 104は、アドレス情報A1=BSSIDと、A
2=STA1と、A3=ブロードキャストとを含めて、ブロードキャストTDLSセットアップ要求フ
レーム1208をAP102に送信する。1203および1205において、AP102はTDLSセットアップ要求
フレーム1210をブロードキャストアドレス、例えば、A1=ブロードキャスト、A2=BSSID、A
3=STA1に転送する。STA2 106は、ブロードキャストTDLSセットアップ要求フレーム1210を
AP102から受信する。STA2 106は、TDLS可能であり、1207において、アドレス情報A1=BSSI
D、A2=STA2、A3=STA1と共に、TDLSセットアップ応答フレーム1212を用いて応答する。120
9において、AP102は、アドレス情報A1=STA1、A2=BSSID、A3=STA2を用いて、セットアップ
応答フレーム1214をSTA1 104に転送する。セットアップ応答フレーム1214は、STA1によっ
て受信される。
【００８３】
　1211において、STA1 104は、1209で受信されたTDLS応答フレーム1214に基づいて、アド
レス情報A1=BSSIDと、A2=STA1と、A3=STA2とを含めて、ユニキャストTDLSセットアップ要
求フレーム1216をAP102に送信する。1213において、AP102は、TDLSセットアップ要求フレ
ーム1218をユニキャストアドレス、例えば、A1=STA2、A2=BSSID、A3=STA1に転送する。ST
A2 106は、ユニキャストTDLSセットアップ要求フレーム1218をAP102から受信する。1215
において、STA2 106は、アドレス情報A1=BSSID、A2=STA2、A3=STA1と共に、TDLSセットア
ップ応答フレーム1220を用いて応答する。1217において、AP102は、アドレス情報A1=STA1
、A2=BSSID、A3=STA2を用いて、セットアップ応答フレーム1222をSTA1 104に転送する。
セットアップ応答フレーム1222はSTA1によって受信され、1219において、STA1は、ユニキ
ャストアドレスA1=BSSID、A2=STA1、A3=STA2を用いて、TDLSセットアップ確認フレーム12
24を送信する。1221において、AP102は、TDLSリンクをセットアップするために、アドレ
スA1=STA2、A2=BSSID、A3=STA1を用いて、セットアップ応答フレーム1224をSTA2に転送す
る。
【００８４】
　一態様では、ブロードキャストアドレスまたはマルチキャストアドレスから受信された
TDLSセットアップ要求フレームは、TDLS発見交換の一部と解釈でき、これは、対応するTD
LSセットアップ応答フレームを生成するために一時的に記憶されることを除いて、その中
に含まれる情報要素が受信機に記憶されなくてよいことを意味する。別の態様では、TDLS
セットアップ要求フレームが発見交換の一部であり、セットアップ交換の一部ではないこ
とをさらに示すために、TDLS発見要素をTDLSセットアップ要求フレーム内に含めることが
可能であるか、または事前に画定されたダイアログトークン値をTDLSセットアップ要求フ
レーム内で使用することが可能である。
【００８５】
　別の態様では、TDLS発見フレームは、デバイスの一次目的および/または二次目的を示
す1つもしくは複数のデバイスタイプ要素を含むことが可能である。デバイスタイプの例
は、コンピュータ、入力デバイス(例えば、マウス、キーボードなど)、ディスプレイ、カ
メラ、スマートフォンなどを含むが、これらに限定されない。TDLS発見応答は、発見要求
内に存在する要求されたデバイスタイプが受信しているSTAのデバイスタイプと一致する
ときだけ送信できる。
【００８６】
　一例では、どの情報要素がTDLSセットアップ要求フレーム内およびTDLSセットアップ応
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答フレーム内に含まれるかの決定は、それらの情報要素がTDLS発見に関して使用されるか
、またはTDLSリンクセットアップに関して使用されるかによって決定できる。一態様では
、TDLS発見の場合、プローブ要求フレームは、TDLSイーサタイプでカプセル化されて、ブ
ロードキャストアドレスまたはユニキャストアドレスに送信されうる。定期的な情報要素
に加えて、プローブ要求は、送信機STAのMACアドレスとBSSIDとを特定するリンク識別子
を含むことが可能である。関連性のチャネル、そのAPからの現在のPHYレート、そのAPと
のリンクに関するセキュリティのタイプなど、その他の関連性パラメータを含むこともで
きる。受信されたプローブ応答は、STAが拡張された機能要素を介してTDLS可能であるか
どうかを示すことになるか、またはSTAはカプセル化されたプローブ要求を解析して、カ
プセル化されたプローブ応答を用いて応答することができたため、そのTDLS機能を推論で
きる。プローブ応答は、TDLSイニシエータSTAアドレスと、TDLS応答側STAのBSSIDと、TDL
S応答側STAアドレスとを含むリンク識別子要素を含むことが可能である。一例では、プロ
ーブ応答はTDLSフレーム内でカプセル化される。当業者は、本明細書で列挙される関連性
パラメータは排他的ではなく、本開示の範囲または趣旨に影響を及ぼさずに、本明細書に
言及されないその他の関連性パラメータを含むことが可能である点を理解されよう。
【００８７】
　図17は、例えば、TDLS発見要求1304またはTDLS発見応答1306など、TDLS発見において使
用される考えられるフレーム1302の例を含む表1300である。一例では、すべてのフレーム
は、所有権を主張できるサブネットワークアクセスプロトコル組織固有識別子(Subnetwor
k Access Protocol Organizationally Unique Identifier)(SNAP OUI)、所有権を主張で
きる、SNAP OUI 000000hを用いたイーサタイプ、またはイーサタイプの上部の任意のカプ
セル化層に基づく、TDLSカプセル化、または任意のその他のL2カプセル化を使用する。SN
APは、より多くのプロトコルを指定するために、サービスアクセスポイントフィールドを
拡張するための802.11プロトコルである。一態様では、発見要求は、ブロードキャストア
ドレスに送られ(例えば、APにユニキャストされ、次いで、APによってブロードキャスト
される)、発見応答は、その発見要求を送信したSTAのユニキャスト発信元アドレスに送ら
れる。一例では、2つの新しいTDLSフレーム、例えば、カプセル化されたTDLS発見要求フ
レーム160およびカプセル化されたTDLS発見応答フレーム162(図6および7)が画定される。
【００８８】
　既に議論されたように、これらのフレームは両方とも、そのフレームを送信しているST
AとそのBSSIDとを識別する情報要求を含むことが可能である。その他の要素を同様に含む
ことも可能である。一例では、TDLS発見要求は、APと関連付けられた後で、ブロードキャ
ストアドレスに送信される。受信されたTDLS発見応答は、次いで、TDLS可能なピアSTAの
リスト内に記憶される。TDLS発見要求からの情報をこのリスト内に記憶することも可能で
ある。一例では、トラフィックがこのリスト内のSTAと交換されたとき、またはWiFiディ
スプレイ(WFD)リンクがこのリスト内のSTAのうちの1つとセットアップされたとき、TDLS
ダイレクトリンクがセットアップされる。
【００８９】
　例えば、ブロードキャストTDLSセットアップ要求フレームを送信して、1つまたは複数
のTDLSセットアップ応答フレームを受信して、TDLSセットアップ確認フレームを用いて、
TDLSダイレクトリンクがセットアップされるべきSTAに応答することによって、1つのセッ
トアップにおいてTDLSダイレクトリンクを複数のSTAとセットアップすることが可能であ
る。これは、TDLSセットアップ応答を送ったすべてのSTAを含みうる。グループごとのTDL
Sダイレクトリンクセットアップは、TDLS発見をTDLSリンクセットアップと組み合わせる
ことが可能である。
【００９０】
　APを介したTDLS発見は、潜在的なピアSTA間の現在の距離に関する情報をもたらさず、
これは、それらのSTA間の直接的なフレーム交換を必要とする。直接的なフレーム交換で
は、他のSTAは起動モードではなく、電源節約モードにある場合があるため、その他のSTA
がいつ「起動」状態にあるかは知られていない。したがって、この問題を避けるために、
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そのTDLS発見応答フレームを要求しているSTAにTDLS発見要求フレームを直接送信できる
ことを示すことが可能である。
【００９１】
　図18は、直接的な発見応答を伴うブロードキャスト発見要求を示す1つの例示的な流れ
図1400を示す。1401において、STA1 104は、アドレス情報A1=BSSIDと、A2=STA1と、A3=ブ
ロードキャストとを含めて、ブロードキャストTDLS発見要求フレーム1408をAP102に送信
する。
【００９２】
　要求しているSTA、例えば、STA1は、その要求を送った後しばらくの間、アクティブモ
ードに留まる。起動時間の存続期間は、例えば、タイミング同期機能(TSF)を参照して、
要求フレーム内に表示可能である。一態様では、TSFは、それぞれの参加しているSTAがビ
ーコンフレームを交換するタイミング同期メッセージングシステムである。起動時間の開
始時間も同様に表示可能である。同じAPに関連するSTAは、同じタイミング基準またはTSF
を共有する。表示された起動時間の期限が切れたとき、応答しているSTAは、APを介して
発見応答を送ることができるか、またはまったく応答しなくてもよい。応答がAPを介して
送られるとき、その応答を送っているSTAは、なぜその応答を直接送ることができなかっ
たのかの表示を含むことが可能である。要求しているSTAは、この場合、ユニキャスト発
見要求を用いてフォローアップできる。
【００９３】
　1403および1405において、AP102は、TDLS発見要求フレーム1410をブロードキャストア
ドレス、例えば、A1=ブロードキャスト、A2=BSSID、A3=STA1に転送する。STA2 106は、AP
102からブロードキャストTDLS発見要求フレーム1410を受信する。STA2 106は、TDLS可能
である。
【００９４】
　1407において、STA2は、アドレス情報A1=BSSID、A2=STA2、A3=STA1と共に、オプション
で、パブリックアクションタイプ(public action type)などの直接伝送インジケータ情報
要素1414と共に、TDLS発見応答フレーム1412の直接伝送を用いてSTA1に応答する。応答フ
レーム1412は、後でSTA2 106をTDLS可能なピアSTAのリストに追加するSTA1によって受信
される。
【００９５】
　一例では、要求しているSTAが同じBSSIDと関連するときだけ、または要求しているSTA
が同じチャネルに関連するときだけ直接応答1412が送られる。そうでない場合、応答はAP
を介して送ることができる。一例では、要求しているSTAに直接達することができないた
め、限定された数だけ直接応答が再試行される。直接応答は、チャネルサウンディング(c
hannel sounding)情報および/または送信電力情報を含むことが可能である。直接応答は
、例えば、応答しているSTAにおける機能を指定するその他の情報要素を含むことも可能
である。
【００９６】
　一例では、TDLS発見応答フレーム1412は、応答フレームがAPを介して送信されなければ
ならないか、または直接経路を介して送信されなければならないかを示す直接伝送インジ
ケータ情報要素1414を含む。一態様では、直接経路を介して送信されたTDLS発見応答フレ
ーム1412は、サブタイプパブリックアクションの管理フレームである。フレームの送信側
と受信側との間に関連性またはダイレクトリンクが存在しないとき、(IEEE P802.11 rev 
mbにおいて定義される)パブリックアクションフレームもSTAによって受信される。したが
って、「パブリック」指定である。走査しているSTAは、配信トラフィック表示マップ(DT
IM)ビーコンをスキップするSTAが複数のブロードキャストTDLS発見要求フレーム、例えば
、1408を受信できる確率を高めるために、それらのフレームを送信することが可能である
。いくつかのSTAは、スリープ時間を増大して、待機電力消費を低減するために、DTIMビ
ーコンをスキップする。
【００９７】
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　一例では、STAは、STAにおいて選択されている近くのデバイスの最近のリストを提供す
るために、関連付けの後、またはリフレッシュオプションの後、ブロードキャストTDLS発
見要求フレーム1408を送信する。受信されたTDLS発見応答フレーム1412は、応答が直接送
られたとき、ATを介してどのSTAに達することができるか、またはどのSTAが実際に近くに
あるかを示す。
【００９８】
　図19は、直接応答を伴う、1つまたは複数の選択された目標STAに対する、ユニキャスト
発見要求を含むメッセージ交換1500の一例を示す。一例では、目標STAは、予め送信され
たブロードキャスト発見要求に基づいて、APを介して発見応答を受信した後に取得された
リストから選択される。1501において、STA1 104は、アドレス情報A1=BSSIDと、A2=STA1
と、A3=STA2を含めて、ユニキャストTDLS発見要求フレーム1508をAP102に送信し、それに
よって、ユニキャストメッセージをSTA2に導く。1503において、AP102は、TDLS発見要求
フレーム1510をユニキャストアドレス、例えば、A1=STA2、A2=BSSID、A3=STA1に転送し、
それによって、メッセージをSTA2にユニキャストする。STA2 106は、AP102からユニキャ
ストTDLS発見要求フレーム1510を受信する。STA2 106は、例えば、先の発見応答に基づい
て上で述べられたように、TDLS可能である。したがって、1505において、STA2は、アドレ
ス情報A1=STA1、A2=STA2、A3=BSSIDと共に、オプションで、上で議論されたパブリックア
クションタイプなど、直接伝送インジケータ情報要素1414と共に、TDLS発見応答フレーム
1512の直接伝送を用いてSTA1に応答する。応答フレーム1512は、STA1によって受信される
。
【００９９】
　図20は、直接応答を伴うユニキャスト発見と組み合わされたAPを介した、応答を伴うTD
LSブロードキャスト発見を含む1つの例示的なメッセージフロー1600を示す。TDLS発見手
順は、例えば、以下のように既存のプローブ要求フレームとプローブ要求フレームとに基
づいてよい。1601において、TDLS発見要求フレーム1608は、AP102を経由してブロードキ
ャストアドレスに送られるプローブ要求フレーム本体をカプセル化する。1603および1605
において、AP102は、例えば、1608に基づくが、改定されたアドレスを用いて、TDLS発見
要求フレーム1610を転送する。1607および1609において、TDLS発見応答フレーム1612は、
追加のカプセル化を伴わない、簡素なプローブ応答フレームである。プローブ要求フレー
ム本体を伴うTDLS発見要求フレーム1608およびプローブ応答フレームを伴うTDLS発見応答
フレーム1612は、BSSIDと、TDLS発見要求フレームを送っているSTAのアドレスを指定する
BSSID要素と、オプションで、STAがその上で現在APと関連付けられるチャネルを示すチャ
ネル要素とを含むことが可能である。TDLS機能は、プローブ要求フレーム本体内およびプ
ローブ応答フレーム本体内に含まれた拡張された機能要素内に適切な機能ビットを設定す
ることによって信号送信される。プローブ応答は、A3フィールド内またはSTA2アドレス内
にBSSIDを含むことが可能である。
【０１００】
　1611において、STA1 104は、アドレス情報A1=BSSIDと、A2=STA1と、A3=STA2とを含むユ
ニキャストTDLS発見要求フレーム1616をAP102に送信し、それによって、ユニキャストメ
ッセージをSTA2に導く。1613において、AP102は、新しいアドレス、例えば、ユニキャス
トアドレス、A1=STA2、A2=BSSID、A3=STA1を用いてTDLS発見要求フレーム1618を転送し、
それによって、メッセージをSTA2にユニキャストする。STA2 106は、AP120からユニキャ
ストTDLS発見要求フレーム1618を受信する。STA2 106は、例えば、先の発見応答に基づい
て上で記述されたように、TDLS可能である。したがって、1615において、STA2は、アドレ
ス情報A1=STA1、A2=STA2、A3=BSSIDと共に、TDLS発見応答フレーム1620の直接伝送を用い
てSTA1に応答する。応答フレーム1620は、STA1によって受信される。
【０１０１】
　図21および22を参照すると、それぞれ、プローブ要求およびプローブ応答に基づくTDLS
発見手順に関する例示的なメッセージフロー1700および1800が示される。1つの例示的な
プローブ要求フレーム本体は、IEEE802.11-2007、第7.2.3.8条において、かつWiFi_P2P_T
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echnical_Specification_v1.00.pdf、第4.2.2条において定義されている。1つの例示的な
プローブ要求フレーム本体は、IEEE 802.11-2007、第7.2.3.9条、およびWiFi_P2P_Techni
cal_Specification_v1.00.pdf、第4.2.3条において定義されている。
【０１０２】
　図21では、1701において、TDLS発見要求フレーム1708は、AP102を経由してブロードキ
ャストアドレスに送られたSTA2に対するプローブ要求フレーム本体をカプセル化する。17
03および1705において、AP102は、例えば、1708に基づくが、改定されたアドレス情報A1=
STA1、A2=STA2、A3=BSSIDを用いて、TDLS発見要求フレーム1710をSTA1に転送する。1707
において、STA2は、AP102を含まない無線通信リンクを介して、例えば、アドレス情報A1=
STA1、A2=STA2、A3=BSSIDを用いて、プローブ応答フレーム本体など、TDLS発見応答1712
をSTA1に直接送信する。
【０１０３】
　図22では、1801において、TDLS発見要求フレーム1808は、AP102を経由してブロードキ
ャストアドレスに送られたプローブ要求フレーム本体をカプセル化する。1803および1805
において、AP102は、例えば、1808に基づくが、改定されたアドレスを用いて、TDLS発見
要求フレーム1810を転送する。1807において、STA2は、アドレス情報A1=STA1、A2=STA2、
A3=STA2を用いて、プローブ応答1812をSTA1に直接送信する。
【０１０４】
　図23を参照すると、メッセージ流れ図1900は、配信トラフィック表示マップ(DTIM)目標
ビーコン伝送時間(TBTT)の後に、受信されたプローブ要求をエコーイングすることによっ
て、P2P発見を円滑にするAPの方法を例示する。プローブ要求フレームのコンテンツは、
アドレスフィールドを含めて、変更せずに複写可能である。そのAPに関連する1つまたは
複数のSTAが、P2P可能なSTAが走査しているP2Pデバイスによって発見可能な状態に留まる
一方で、そのP2P可能なSTAが電力節約モードに入ることを可能にする電力節約モードにあ
るとき、ブロードキャストトラフィックはDTIMビーコンの後に送信される。1901および19
03において、STA1は、アドレス情報A1=ブロードキャスト、A2=STA1、A3=ワイルドカードB
SSIDを用いて、プローブ要求フレーム1908を送信する。本明細書で使用される場合、「ワ
イルドカードBSSID」は、すべてのBSSIDを表すために使用される一般的なBSSIDを指す。
すなわち、ワイルドカードBSSIDは、ブロードキャストアドレスに多少類似している。例
えば、プローブ要求内のワイルドカードBSSIDは、ワイルドカードBSSIDと共にプローブ要
求を受信する任意のデバイスに関連するBSSIDとマッチするため、そのデバイスはプロー
ブ応答を送ることになる。
【０１０５】
　プローブ要求フレーム1908を送った後で、走査しているP2Pデバイス、例えば、STA1 10
2は、少なくとも、チャネル上のAPのDTIM TBTT1914後しばらくするまで、または、通常、
DTIMビーコン間の時間である時間の間、そのチャネル上で聴取し続けるべきである。1903
および1905において、AP102は、APのDTIM TBTT1914後の期間、プローブ要求フレーム1908
をすべてのSTA、例えば、STA1およびSTA2にエコーイングする。(特にP2P関連の情報要素
を伴う)受信されたプローブ要求1908を転送しているAPは、それによって、P2P可能なデバ
イス、例えば、STA1が、エコーイングされたプローブ要求に基づいて、他のP2Pによって
発見可能な状態に留まる一方で、関連付けられると、それらのデバイスが電力節約モード
に入るのを可能にする。受信された(P2P)プローブ要求1908を転送するAPは、(例えば、機
能ビットを設定することによって)この電力節約モード関連情報またはエコーイング情報
を関連するSTAに示すべきである。さらに、1909において、STA2は、通信の確立を開始す
るために、アドレス情報A1=STA1、A2=STA2、A3=STA2を用いて、プローブ応答1912をSTA1
に直接送信することが可能である。
【０１０６】
　図24を参照すると、前述の説明に基づいて、一態様では、通信ネットワーク内でピアデ
バイス発見を実行するための方法2400は、トンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)
可能なピアデバイスを識別するように構成された発見要求を生成するステップ(ブロック2
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402)を含む。さらに、方法2400は、その発見要求を送信するステップ(ブロック2404)を含
む。加えて、方法2400は、その発見要求に応答して、発見応答が受信されているかどうか
を決定するステップ(ブロック2406)を含む。
【０１０７】
　方法2400の一態様では、発見要求を生成するステップ(ブロック2402)は、データフレー
ム内で発見要求をカプセル化するステップ(ブロック2403)をさらに含むことが可能である
。例えば、カプセル化するステップは、発見要求がアクセスポイントに対して透過的であ
ることを可能にする。したがって、送信するステップ(ブロック2404)は、アクセスポイン
トに送信するステップ(ブロック2405)をさらに含むことが可能である。例えば、次いで、
アクセスポイントは、発見要求をそのアクセスポイントに関連する他の局に転送すること
が可能であり、カプセル化するステップは、アクセスポイントが発見要求を理解するよう
に構成されていない場合ですら、そのアクセスポイントが発見要求を転送することを可能
にする。
【０１０８】
　方法2400の別の態様では、発見要求を生成するステップ(ブロック2402)は、TDLS機能情
報をプローブ要求またはビーコンに添付するステップ(ブロック2407)をさらに含むことが
可能である。例えば、プローブ要求またビーコンは、P2P発見に基づいてよい。したがっ
て、送信するステップ(ブロック2404)は、TDLS機能情報を含むプローブ要求またはビーコ
ンを送信するステップ(ブロック2409)をさらに含むことが可能である。加えて、発見応答
が受信されているかどうかを決定するステップ(ブロック2406)は、プローブ応答に添付さ
れたTDLS機能情報を含む発見応答を受信するステップ(ブロック2411)を含むことも可能で
ある。
【０１０９】
　図25を参照すると、一態様では、例示されたSTA、例えば、図1のSTA102、104、および/
または106のいずれかを局2000によって表すことができる。局2000は、本明細書で説明さ
れる構成要素および機能のうちの1つまたは複数に関連する処理機能を実行するためのプ
ロセッサ2001を含む。プロセッサ2001は、プロセッサの単一のセットもしくは複数のセッ
ト、またはマルチコアプロセッサを含むことが可能である。さらに、プロセッサ2001は、
統合処理システムおよび/または分散型処理システムとして実施可能である。
【０１１０】
　局2000は、プロセッサ2001によって実行されているアプリケーションのローカルバージ
ョンを記憶するためなどのメモリ2002をさらに含む。メモリ2002は、ランダムアクセスメ
モリ(RAM)、読出し専用メモリ(ROM)、テープ、磁気ディスク、光ディスク、揮発性メモリ
、不揮発性メモリ、およびそれらの任意の組合せなど、コンピュータによって使用可能な
任意のタイプのメモリを含むことが可能である。
【０１１１】
　さらに、局2000は、本明細書で説明されるようなハードウェア、ソフトウェア、および
サービスを利用する1人または複数の当事者との通信を確立および維持することを実現す
る通信構成要素2003を含む。通信構成要素2003は、局2000上の構成要素間、ならびに局20
00と、通信ネットワークの全域に配置されたデバイスおよび/または局2000に連続的もし
くは局所的に接続されたデバイスなどの外部デバイスとの間の通信を搬送することが可能
である。例えば、通信構成要素2000は、1つまたは複数のバスを含むことが可能であり、
それぞれ、外部デバイスとインターフェースをとるように動作可能な、送信機と受信機と
に関連する送信チェーン構成要素と受信チェーン構成要素とをさらに含むことが可能であ
る。
【０１１２】
　加えて、局2000は、本明細書で説明された態様に関して用いられる情報、データベース
、およびプログラムの大容量記憶を提供する、ハードウェアおよび/またはソフトウェア
の任意の適切な組合せであってよいデータストア2004をさらに含むことが可能である。例
えば、データストア2004は、プロセッサ2001によって現在実行されていないアプリケーシ
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ョンに関するデータリポジトリであってよい。
【０１１３】
　局2000は、局2000のユーザから入力を受信するように動作可能であり、ユーザに対する
提示のための出力を生成するようにさらに動作可能なユーザインターフェース構成要素20
05をさらに含むことが可能である。ユーザインターフェース構成要素2005は、キーボード
、テンキー、マウス、タッチ感応ディスプレイ、ナビゲーションキー、ファンクションキ
ー、マイクロフォン、音声認識構成要素、ユーザからの入力を受信できる任意のその他の
機構、またはそれらの任意の組合せを含むが、これらに限定されない、1つもしくは複数
の入力デバイスを含むことが可能である。さらに、ユーザインターフェース構成要素2005
は、ディスプレイ、スピーカ、触覚フィードバック機構、プリンタ、ユーザに出力を提示
できる任意のその他の機構、またはそれらの任意の組合せを含むが、これらに限定されな
い、1つもしくは複数の出力デバイスを含むことが可能である。
【０１１４】
　加えて、いくつかの態様では、局2000は、別の局など、別のピアデバイスとのTDLS通信
を発見および開始、または確立するように構成されたピア発見構成要素108を含むことが
可能である。ピア発見構成要素108は、図1、ならびに本明細書に含まれた様々なメッセー
ジ流れ図に関して説明されたその他の様々な態様に関してなど、上で説明された機能性の
すべてまたは一部を含む。例えば、図4、12、および14～19は、そのような発見要求を生
成して、そのような発見応答を決定するための様々な実装形態を例示する。
【０１１５】
　図26を参照すると、前述の説明に基づいて、無線通信ネットワーク内でトンネルダイレ
クトリンクセットアップ(TDLS)発見を実行するための装置2600は、アクセスポイントおよ
び/またはクライアントもしくは移動ノードなど、局内に少なくとも一部常駐可能である
。例えば、装置2600は、図1の局102、104、および106を含んでよく、またはそれらの一部
であってよもよい。装置2600は、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組合せ(例
えば、ファームウェア)によって実施される機能を表す機能ブロックでありうる機能ブロ
ックを含むとして表されている点を理解されたい。装置2600は、一緒に動作できる電気構
成要素の論理グルーピング2602を含む。例えば、論理グルーピング2602は、トンネルダイ
レクトリンクセットアップ(TDLS)可能なピアデバイスを識別するように構成された発見要
求を生成するための手段を2604含むことが可能である。例えば、図1を参照すると、発見
要求を生成するための手段2604は、ピア発見構成要素108および/または発見要求生成器11
0を含むことが可能である。その代わりに、または加えて、図25を参照すると、発見要求
を生成するための手段2604は、プロセッサ2001を含むことが可能である。さらに、論理グ
ルーピング2602は、発見要求を送信するための手段2606を含むことが可能である。例えば
、図1を参照すると、発見要求を送信するための手段2606は、ピア発見構成要素108および
/または発見要求生成器110を含むことが可能である。あるいは、または加えて、図25を参
照すると、発見要求を送信するための手段2606は、プロセッサ2001および/もしくは通信
構成要素2003、または、送信機など、それらの一部を含むことが可能である。加えて、論
理グルーピング2602は、発見要求応答して、発見応答が受信されているかどうかを決定す
るための手段2608を含むことも可能である。例えば、図1を参照すると、発見応答が受信
されているかどうかを決定するための手段2608は、ピア発見構成要素108および/または発
見応答決定器114を含むことが可能である。あるいは、または加えて、図25を参照すると
、発見応答が受信されているかどうかを決定するための手段2608は、プロセッサ2001およ
び/もしくは通信構成要素2003、または、受信機など、それらの一部を含むこととが可能
である。
【０１１６】
　装置2600の一態様では、発見要求を生成するための手段2604は、データフレーム内に発
見要求をカプセル化するための手段2605をさらに含むことが可能である。例えば、カプセ
ル化は、発見要求がアクセスポイントに対して透過的であることを可能にする。例えば、
図1を参照すると、データフレーム内に発見要求をカプセル化するための手段2605は、ピ
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ア発見構成要素108および/または発見要求生成器110を含むことが可能である。あるいは
、または加えて、図25を参照すると、データフレーム内に発見要求をカプセル化するため
の手段2605は、プロセッサ2001を含むことが可能である。したがって、送信するための手
段2606は、アクセスポイントに送信するための手段2607をさらに含むことが可能である。
例えば、次いで、アクセスポイントは、そのアクセスポイントに関連するその他の局に発
見要求を転送することが可能であり、このカプセル化は、アクセスポイントが発見要求を
理解するように構成されていない場合ですら、そのアクセスポイントが発見要求を転送す
ることを可能にする。
【０１１７】
　装置2600の別の態様では、発見要求を生成するための手段2604は、TDLS機能情報をプロ
ーブ要求またはビーコンに添付するための手段2609をさらに含むことが可能である。例え
ば、プローブ要求またはビーコンは、P2P発見に基づいてよい。例えば、図1を参照すると
、TDLS機能情報をプローブ要求またはビーコンに添付するための手段2609は、ピア発見構
成要素108および/または発見要求生成器110を含むことが可能である。あるいは、または
加えて、図25を参照すると、TDLS機能情報をプローブ要求またはビーコンに添付するため
の手段2609は、プロセッサ2001を含むことが可能である。したがって、送信するための手
段2606は、TDLS機能情報を含むプローブ要求またはビーコンを送信するための手段2611を
さらに含むことが可能である。加えて、発見応答が受信されているかどうかを決定するた
めの手段2608は、プローブ応答に添付されたTDLS機能情報を含む発見応答を受信するため
の手段2613を含むことも可能である。
【０１１８】
　一態様では、装置2600は、上で説明された手段を実行するように動作可能な少なくとも
1つのプロセッサまたはプロセッサの1つもしくは複数のモジュールを含むことも可能であ
る。
【０１１９】
　加えて、装置2600は、電気構成要素2604、2606、およびオプションで、2608、ならびに
2605、2607、2609、2611、および2613に関連する機能を実行するための命令を保持するメ
モリ2616を含むことが可能である。メモリ2616に対して外部にあるとして示されるが、電
気構成要素2604、2606、およびオプションで2608、ならびに2605、2607、2609、2611、お
よび2613のうちの1つまたは複数はメモリ2616内に存在しうる点を理解されたい。例えば
、一態様では、メモリ2616は、図25のメモリ2002および/またはデータストア2004を含む
ことが可能である。
【０１２０】
　本出願において使用される場合、「構成要素」、「モジュール」、「システム」などの
用語は、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組合せ、ソフト
ウェア、または実行中のソフトウェアに限定されないが、これらなど、コンピュータ関連
エンティティを含むことが意図される。例えば、構成要素は、プロセッサ上で実行してい
るプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行可能物、実行のスレッド、プログラム、お
よび/またはコンピュータであってよいが、これらであると限定されない。例示として、
コンピューティングデバイス上で実行しているアプリケーションとコンピューティングデ
バイスは、両方とも構成要素であり得る。1つまたは複数の構成要素は、プロセス内およ
び/または実行のスレッド内に常駐可能であり、構成要素は、1つのコンピュータ上に局在
化可能であり、かつ/または2つ以上のコンピュータ間に分散可能である。加えて、これら
の構成要素は、様々なデータ構造を記憶している様々なコンピュータ可読媒体から実行す
ることが可能である。構成要素は、局所システム内、分散型システム内で別の構成要素と
相互作用している1つの構成要素からのデータ、ならびに/あるいはインターネットなどの
ネットワークを通して、信号によって相互作用している1つの構成要素からのデータなど
、1つもしくは複数のデータパケットを有する信号に従ってなど、局所プロセスおよび/ま
たは遠隔プロセスによって通信できる。
【０１２１】
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　さらに、有線端末であってよく、または無線端末であってもよい端末と通信中の様々な
態様が本明細書で説明される。端末は、システム、デバイス、加入者ユニット、加入者局
、移動局、モバイル、モバイルデバイス、遠隔局、遠隔端末、アクセス端末、ユーザ端末
、端末、通信デバイス、ユーザエージェント、ユーザデバイス、またはユーザ装置(UE)と
呼ばれる場合もある。無線端末は、セルラ電話、衛星電話、コードレス電話、セッション
開始プロトコル(SIP)電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、携帯情報端末(PDA)、無
線接続能力を有するハンドヘルドデバイス、コンピューティングデバイス、または無線モ
デムに接続されたその他の処理デバイスであってよい。さらに、様々な態様は、本明細書
において基地局に関して説明されている。基地局は、無線端末と通信するために利用可能
であり、アクセスポイント、ノードB、またはいくつかのその他の専門用語で呼ばれる場
合もある。
【０１２２】
　さらに、「または」という用語は、排他的な「または」ではなく、むしろ、包括的な「
または」を意味することが意図される。すなわち、別段の規定がない限り、または内容か
ら明らかでない限り、「XはAまたはBを用いる」という成句は、当然の包括的な置換のう
ちのいずれかを意味することが意図される。すなわち、「XはAまたはBを用いる」という
成句は、以下の事例のうちのいずれかによって満たされる。すなわち、XはAを用いる、X
はBを用いる、またはXはAとBの両方を用いる、である。加えて、本出願および添付の請求
項において使用される場合、冠詞「a」および「an」は、別段の規定がない限り、または
内容から、単数形態を対象とすることが明らかでない限り、一般に、「1つまたは複数の
」を意味するように解釈すべきである。
【０１２３】
　本明細書で説明される技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA、およびその他のシ
ステムなど、様々な無線通信システムに関して使用可能である。「システム」および「ネ
ットワーク」という用語は、多くの場合、交換可能に使用される。CDMAシステムは、ユニ
バーサル地上無線アクセス(UTRA)、cdma2000などの無線技術を実施することが可能である
。UTRAは、広帯域CDMA(W-CDMA)およびCDMAの他の変種を含む。さらに、cdma2000は、IS-2
000標準、IS-95標準、およびIS-857標準をカバーする。TDMAシステムは、移動体通信用グ
ローバルシステム(ＧＳＭ（登録商標）)などの無線技術を実施することが可能である。OF
DMAシステムは、進化型UTRA(E-UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE802.
11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、フラッシュOFDMなどの無線技術を実施する
ことが可能である。UTRAおよびE-UTRAは、ユニバーサルモバイル通信システム(UMTS)の一
部である。3GPPロングタームエボリューション(LTE)は、ダウンリンク上でOFDMAを用い、
アップリンク上でSC-FDMAを用いる、E-UTRAを使用するUMTSのリリースである。UTRA、E-U
TRA、UMTS、LTE、およびＧＳＭ（登録商標）は、「第3世代パートナーシッププロジェク
ト」(3GPP)と名付けられた団体からの文書で説明されている。加えて、cdma2000およびUM
Bは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)と名付けられた団体からの文書
で説明されている。さらに、そのような無線通信システムは、多くの場合、不対の無許可
のスペクトル、802.xx無線LAN、BLUETOOH、および任意のその他の短距離無線通信技法ま
たは長距離無線通信技法を使用する、ピアツーピア(例えば、モバイル間)アドホックネッ
トワークシステムをさらに含むことが可能である。
【０１２４】
　様々な態様または特徴は、いくつかのデバイス、構成要素、モジュールなどを含みうる
システムの点から提示されることになる。これらの様々なシステムは、追加のデバイス、
構成要素、モジュールなどを含むことが可能であり、かつ/または図に関して議論された
デバイス、構成要素、モジュールのすべてなどを含まなくてもよい点を理解および認識さ
れたい。これらの手法の組合せも使用可能である。
【０１２５】
　本明細書で開示された実装形態に関して説明された様々な例示的な論理、論理ブロック
、モジュール、および回路は、本明細書で説明された機能を実行するように設計された汎
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用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィール
ドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくはその他のプログラマブル論理デバイス、デ
ィスクリートゲートもしくはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェア構成要素、
またはこれらの任意の組合せを用いて実装あるいは実施可能である。汎用プロセッサは、
マイクロプロセッサであってよいが、代替では、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ
、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であってよい。プロセッサは、
コンピューティングデバイスの組合せ、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組合せ、複
数のマイクロプロセッサ、DSPコアと共に1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または
任意のその他のそのような構成として実施されることも可能である。加えて、少なくとも
1つのプロセッサは、上で説明されたステップおよび/または動作のうちの1つもしくは複
数を実行するように動作可能な1つもしくは複数のモジュールを備えることが可能である
。
【０１２６】
　さらに、本明細書で開示された態様に関して説明された方法またはアルゴリズムのステ
ップおよび/もしくは動作は、ハードウェアの形で直接的に、プロセッサによって実行さ
れるソフトウェアモジュールの形で、またはそれら2つの組合せの形で実施可能である。
ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、E
EPROMMメモリ、レジスタ、ハードディスク、取外し可能ディスク、CD-ROM、または当技術
分野で知られている任意のその他の形の記憶媒体の中に常駐可能である。例示的な記憶媒
体は、プロセッサがその記憶媒体から情報を読み取ることができ、その記憶媒体に情報を
書き込むことができるように、プロセッサに結合され得る。代替では、記憶媒体は、プロ
セッサと一体であってよい。さらに、いくつかの態様では、プロセッサおよび記憶媒体は
、ASIC内に常住可能である。加えて、ASICは、ユーザ端末内に常駐し得る。代替では、プ
ロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内のディスクリート構成要素として常駐可能であ
る。加えて、いくつかの態様では、方法またはアルゴリズムのステップおよび/もしくは
動作は、コンピュータプログラム製品内に組み込むことが可能な機械可読媒体上ならびに
/あるいはコンピュータ可読媒体上に、コードおよび/あるいは命令のうちの1つ、または
それらの任意の組合せもしくは任意のセットとして常駐可能である。
【０１２７】
　1つまたは複数の態様では、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファー
ムウェア、またはそれらの任意の組合せの形で実装可能である。ソフトウェアの形で実装
される場合、これらの機能は、1つもしくは複数の命令またはコードとして、コンピュー
タ可読媒体上に格納可能であるか、あるいは当該コンピュータ可読媒体上で送信可能であ
る。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と、ある場所から別の場所へのコン
ピュータプログラムの転送を円滑にする任意の媒体を含む通信媒体の両方を含む。記憶媒
体は、コンピュータによってアクセス可能な任意の利用可能な媒体であってよい。限定で
はなく、例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROMMも
しくはその他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置もしくはその他の磁気記憶装
置、あるいは所望されるプログラムコードを命令もしくはデータ構造の形で格納するため
に使用可能であり、コンピュータによってアクセス可能な任意のその他の媒体を含むこと
が可能である。本明細書で使用される場合、ディスク(Disk)およびディスク(disc)は、コ
ンパクトディスク(CD)と、レーザディスクと、光ディスクと、デジタル多用途ディスク(D
VD)と、フロッピー（登録商標）ディスクと、ブルーレイディスクとを含み、この場合、
ディスク(disks)は、通常、データを磁気的に再生し、一方、ディスク(discs)は、レーザ
を用いて、データを光学的に再生する。上記の組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲に
含まれるべきである。
【０１２８】
　前述の説明は例示的な態様および/または実施形態を開示するが、添付の請求項によっ
て定義される、説明された態様および/または実施形態の範囲から逸脱せずに、様々な変
更および修正を本明細書に行うことが可能である点を理解されたい。さらに、説明された
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態様および/または実施形態の要素は単数形で説明または特許請求される場合があるが、
単数形への限定が明記されていない限り、複数形が企図される。加えて、任意の態様およ
び/または実施形態のすべてもしくは一部は、別段の規定がない限り、任意のその他の態
様および/または実施形態のすべてもしくは一部と共に利用可能である。
【符号の説明】
【０１２９】
　　100　WLAN
　　102　アクセスポイント
　　104　クライアント
　　106　クライアント
　　108　ピア発見構成要素
　　109　TDLSダイレクトリンク
　　110　発見要求生成器
　　112　発見要求
　　114　発見応答決定器
　　116　発見応答
　　118　TDLS機能表示
　　119　TDLS機能表示
　　120　発見応答生成器
　　122　ピア通信イニシエータ
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