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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセス・ルータによって動作可能な無線通信の方法であって、
　　ユーザ装置からの報告を受信することと、なお、前記報告は、前記ユーザ装置のハン
ドオーバのためのターゲット・アクセス・ルータを識別する、
　　前記アクセス・ルータには前記ターゲット・アクセス・ルータとの隣接関係がないと
判断することと、
　　前記アクセス・ルータが前記ターゲット・アクセス・ルータとの隣接関係がないと判
断した後に前記ユーザ装置にメッセージを送ることと、
　前記メッセージを送った後、第２のメッセージを受信することと、なお、前記第２のメ
ッセージは、前記ターゲット・アクセス・ルータとの接続制御プロトコル（ＣＣＰ）の確
立に関係する、
　　前記ターゲット・アクセス・ルータから、前記アクセス・ルータと前記ターゲット・
アクセス・ルータとの間の通信インターフェースを開設するためのルーティング情報を受
信することと、
　　前記ターゲット・アクセス・ルータとともに前記通信インターフェースを介して双方
向通信を開設するために前記ターゲット・アクセス・ルータに設定情報を送信することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記アクセス・ルータと前記ターゲット・アクセス・ルータとの間の前記通信インター
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フェースを介して前記ユーザ装置に関連するデータを転送することをさらに備える、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ターゲット・アクセス・ルータに関連する情報を含むために、メモリ中に維持管理
されたアクセス・ルータのテーブルを更新することをさらに備える、請求項１に記載の方
法。
【請求項４】
　前記ターゲット・アクセス・ルータに関連する前記情報は、前記アクセス・ルータと前
記ターゲット・アクセス・ルータとの間の前記通信インターフェースを開設するための前
記ルーティング情報を備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２のメッセージは、ソースアドレス及び宛先アドレスの両者としてターゲット・
アクセス・ルータのアドレスを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　無線通信のために構成されたアクセス・ルータであって、
　　ユーザ装置からの報告を受信するための手段と、なお、前記報告は、前記ユーザ装置
のハンドオーバのためのターゲット・アクセス・ルータを識別する、
　　前記アクセス・ルータには前記ターゲット・アクセス・ルータとの隣接関係がないと
判断するための手段と、
　　前記アクセス・ルータが前記ターゲット・アクセス・ルータとの隣接関係がないと判
断した後に前記ユーザ装置にメッセージを送るための手段と、
　前記メッセージを送った後、第２のメッセージを受信するための手段と、なお、前記第
２のメッセージは、前記ターゲット・アクセス・ルータとの接続制御プロトコル（ＣＣＰ
）の確立に関係する、
　　前記ターゲット・アクセス・ルータから、前記アクセス・ルータと前記ターゲット・
アクセス・ルータとの間の通信インターフェースを開設するためのルーティング情報を受
信するための手段と、
　　前記ターゲット・アクセス・ルータとともに前記通信インターフェースを介して双方
向通信を開設するために前記ターゲット・アクセス・ルータに設定情報を送信するための
手段と
　を備える、アクセス・ルータ。
【請求項７】
　前記アクセス・ルータと前記ターゲット・アクセス・ルータとの間の前記通信インター
フェースを介して前記ユーザ装置に関連するデータを転送するための手段をさらに備える
、請求項６に記載のアクセス・ルータ。
【請求項８】
　前記ターゲット・アクセス・ルータに関連する情報を含むために、メモリ中に維持管理
されたアクセス・ルータのテーブルを更新するための手段をさらに備える、請求項６に記
載のアクセス・ルータ。
【請求項９】
　前記ターゲット・アクセス・ルータに関連する前記情報は、前記アクセス・ルータと前
記ターゲット・アクセス・ルータとの間の前記通信インターフェースを開設するための前
記ルーティング情報を備える、請求項８に記載のアクセス・ルータ。
【請求項１０】
　前記第２のメッセージは、ソースアドレス及び宛先アドレスの両者としてターゲット・
アクセス・ルータのアドレスを含む、請求項６に記載のアクセス・ルータ。
【請求項１１】
　アクセス・ルータでの動作のために適合されたコンピュータ読取り可能な記憶媒体であ
って、
　　コンピュータに、ユーザ装置からの報告を受信させるための命令と、なお、前記報告
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は、前記ユーザ装置のハンドオーバのためのターゲット・アクセス・ルータを識別し、
　　コンピュータに、前記アクセス・ルータには前記ターゲット・アクセス・ルータとの
隣接関係がないと判断させるための命令と、
　　コンピュータに、前記アクセス・ルータが前記ターゲット・アクセス・ルータとの隣
接関係がないと判断した後に前記ユーザ装置にメッセージを送らせるための命令と、
　コンピュータに、前記メッセージを送った後、第２のメッセージを受信させるための命
令と、なお、前記第２のメッセージは、前記ターゲット・アクセス・ルータとの接続制御
プロトコル（ＣＣＰ）の確立に関係する、
　　コンピュータに、前記ターゲット・アクセス・ルータから、前記アクセス・ルータと
前記ターゲット・アクセス・ルータとの間の通信インターフェースを開設するためのルー
ティング情報を受信させるための命令と、
　　コンピュータに、前記ターゲット・アクセス・ルータとともに前記通信インターフェ
ースを介して双方向通信を開設するために前記ターゲット・アクセス・ルータに設定情報
を送信させるための命令と
　を備える、コンピュータ読取り可能な記憶媒体。
【請求項１２】
　コンピュータに、前記アクセス・ルータと前記ターゲット・アクセス・ルータとの間の
前記通信インターフェースを介して前記ユーザ装置に関連するデータを転送させるための
命令をさらに備える、請求項１１に記載のコンピュータ読取り可能な記憶媒体。
【請求項１３】
　コンピュータに、前記ターゲット・アクセス・ルータに関連する情報を含むために、メ
モリ中に維持管理されたアクセス・ルータのテーブルを更新させるための命令をさらに備
える、請求項１１に記載のコンピュータ読取り可能な記憶媒体。
【請求項１４】
　前記ターゲット・アクセス・ルータに関連する前記情報は、前記アクセス・ルータと前
記ターゲット・アクセス・ルータとの間の前記通信インターフェースを開設するための前
記ルーティング情報を備える、請求項１３に記載のコンピュータ読取り可能な記憶媒体。
【請求項１５】
　前記第２のメッセージは、ソースアドレス及び宛先アドレスの両者としてターゲット・
アクセス・ルータのアドレスを含む、請求項１１に記載のコンピュータ読取り可能な記憶
媒体。
【請求項１６】
　無線通信のために構成されたアクセス・ルータであって、
　　プロセッサと、
　　前記プロセッサに結合されたメモリと
　を備え、前記プロセッサは、
　　ユーザ装置からの報告を受信し、なお、前記報告は、前記ユーザ装置のハンドオーバ
のためのターゲット・アクセス・ルータを識別する、
　　前記アクセス・ルータには前記ターゲット・アクセス・ルータとの隣接関係がないと
判断し、
　　前記アクセス・ルータが前記ターゲット・アクセス・ルータとの隣接関係がないと判
断した後に前記ユーザ装置にメッセージを送り、
　前記メッセージを送った後、第２のメッセージを受信り、なお、前記第２のメッセージ
は、前記ターゲット・アクセス・ルータとの接続制御プロトコル（ＣＣＰ）の確立に関係
する、
　　前記ターゲット・アクセス・ルータから、前記アクセス・ルータと前記ターゲット・
アクセス・ルータとの間の通信インターフェースを開設するためのルーティング情報を受
信し、
　　前記ターゲット・アクセス・ルータとともに前記通信インターフェースを介して双方
向通信を開設するために前記ターゲット・アクセス・ルータに設定情報を送信するように
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構成される、アクセス・ルータ。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、前記アクセス・ルータと前記ターゲット・アクセス・ルータとの間
の前記通信インターフェースを介して前記ユーザ装置に関連するデータを転送するように
さらに構成される、請求項１６に記載のアクセス・ルータ。
【請求項１８】
　前記プロセッサは、前記ターゲット・アクセス・ルータに関連する情報を含むために、
メモリ中に維持管理されたアクセス・ルータのテーブルを更新するようにさらに構成され
る、請求項１６に記載のアクセス・ルータ。
【請求項１９】
　前記ターゲット・アクセス・ルータに関連する前記情報は、前記アクセス・ルータと前
記ターゲット・アクセス・ルータとの間の前記通信インターフェースを開設するための前
記ルーティング情報を備える、請求項１８に記載のアクセス・ルータ。
【請求項２０】
　前記第２のメッセージは、ソースアドレス及び宛先アドレスの両者としてターゲット・
アクセス・ルータのアドレスを含む、請求項１６に記載のアクセス・ルータ。
【発明の詳細な説明】
【関連文献】
【０００１】
　本出願は、米国特許仮出願番号第６０／７９２，０１８号、２００６年４月１４日出願
、名称“移動性管理のための方法及び装置（METHOD AND APPARATUS FOR MOBILITY MANAGE
MENT）”、の利益を主張し、その全体が引用によって本明細書中に取り込まれている。
【技術分野】
【０００２】
　下記の記載は、一般に通信システムに係わり、より詳しくは、複数のアクセス・ルータ
間のハンドオーバーに関する。
【背景技術】
【０００３】
　通信システムは、多数のアクセス・ノードを含むことが可能であり、それを通してエン
ド・ノード（例えば、モービル・デバイス）がネットワークに接続される。エンド・ノー
ドは、一般的に設定された接続を経由してアクセス・ノード（例えば、アクセス・ルータ
）と通信する。そのような通信システムは、複数のノード間の２－方向通信をサポートす
るためにエンド・ノードとアクセス・ノードとの間の双方向通信リンクを当てにしている
。そのようなシステムでは、エンド・ノードは、目的の宛先アクセス・ノードのネットワ
ーク・レイヤ・アドレスを知らないことがあるが、同報通信チャネルをわたり受信するこ
とが可能な情報を認識することができ、それはメッセージ・ルーティングのために通常利
用されない物理レイヤ識別子を含むことが可能である。そのエンド・ノードが同時に１つ
の双方向通信リンクを維持することができるだけであるときには、このアプローチは、ハ
ンドオフ遅延及びパケット紛失を結果としてもたらす。
【０００４】
　隣接する地理的なセルを取り扱っているアクセス・ノードは、手動設定を通して相互に
知られるはずであり、その設定の間に、様々なパラメータが隣接するもののうちの複数に
対応するアクセス・ノードの中に設定される。そのような設定は、労働集約的であり、そ
して人間の誤り及び下記の事実のために誤りを起こしがちである、その事実は、無線のネ
ットワーク・レイアウトが、ネットワーク拡張、システムの徐々に段階的に実行される展
開、又は環境状態のために変化することがあることである。
【０００５】
　通信システムにおいて、エンド・ノードが隣接する複数の地理的セル間を移動するとき
、中断のないサービスを提供することが望ましい。中断が音声通信の品質劣化又は欠落を
結果としてもたらすことがあるので、そのような移動は、きわどいデータ（例えば、音声
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データ）にとって重要である。
【０００６】
　エンド・ノードがターゲット・アクセス・ノードと直接通信できない場合、そして現在
のアクセス・ノードを経由してターゲット・アクセス・ノードと通信することを強いられ
る場合に、上記の欠点、同様に他の欠点を克服するために、現在のアクセス・ノードから
ターゲット・アクセス・ノードへのハンドオーバーをサポートする必要がある。
【発明の概要】
【０００７】
　下記は、開示された実施形態の複数の態様の基本的な理解を提供するための簡単なサマ
リーを提示する。このサマリーは、本発明の完璧な全体像ではなく、そしてそのような実
施形態の鍵となる要素又は重要な要素を識別するように又はそのような実施形態の範囲を
詳細に叙述するように意図されていない。その１つの目的は、後で与えられるより詳細な
説明への前置きとして単純化した形式で記述される実施形態の複数の概念を与えることで
ある。
【０００８】
　１又はそれより多くの実施形態及びそれらの対応する明細にしたがって、様々な態様が
、インターネット・プロトコル（ＩＰ）アーキテクチャにおいて複数の基地局間のシグナ
リング及びユーザ・トラフィックをカプセル化するためにＬ２ＴＰｖ３（レイヤ２トンネ
リング・プロトコル・バージョン３）擬似配線を利用することに関連して説明される。
【０００９】
　ある実施形態にしたがったものは、移動性管理のための方法である。本方法は、ターゲ
ット・アクセス・ルータへのハンドオフ要請に応答して隣接ルータ認識失敗を受信するこ
と；該ターゲット・アクセス・ルータとＣＣＰリンクを開設すること；及び現在のアクセ
ス・ルータと該ターゲット・アクセス・ルータとの間で新たな隣接ルータ・アラート（al
ert）を開始すること、を含む。
【００１０】
　別の１つの実施形態にしたがったものは、移動性管理を容易にする装置である。本装置
は、ハンドオフ要請のためのパケット・ヘッダを形成するプロセッサを含み、ここで、該
パケット・ヘッダは第１のアクセス・ルータのアドレスに対応する宛先アドレス及びソー
ス・アドレスを含む。本装置は、しかも、第２のアクセス・ルータから受信する隣接ルー
タ認識失敗に応じて該第１のアクセス・ルータへ該形成されたパケット・ヘッダを送信す
る送信機を含む。
【００１１】
　別の１つの実施形態にしたがったものは、２つのアクセス・ルータ間のハンドオフを容
易にするための装置である。本装置は、第１のアクセス・ルータから信号を受信するため
の手段；及び該第１のアクセス・ルータのアドレスを含んでいる第１のハンドオフ要請を
送信するための手段を含む。同様に含まれるものは、該第１のアクセス・ルータと第２の
アクセス・ルータとの間で隣接ルータ探査を開始するための手段；及び少なくとも２つの
擬似配線を経由して該第１のアクセス・ルータと通信するための手段、である。
【００１２】
　さらに別の１つの実施形態は、移動性管理のためのコンピュータ実行可能な命令をその
上に記憶しているコンピュータ読取り可能な媒体である。本命令は、ターゲット・アクセ
ス・ルータから送信される目標アクセス・ビーコンを認識すること、及び該ターゲット・
アクセス・ルータへ第１のハンドオフを要請することを含む。本命令は、しかも、該第１
のハンドオフ要請の失敗の受信で第２のハンドオフ要請を送ること、及び該ターゲット・
アクセス・ルータと現在のアクセス・ルータとの間で隣接ルータ探査を開始することを含
む。
【００１３】
　別の１つの実施形態は、移動性管理のためのコンピュータ実行可能な命令を実行するプ
ロセッサである。本命令は、隣接ルータ認識失敗にハンドオフ要請で応答すること；及び
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第１のアクセス・ルータと第２のアクセス・ルータとの間で隣接ルータ探査を、該ハンド
オフ要請によって部分的に開始すること、を含む。
【００１４】
　別の１つの実施形態にしたがったものは、移動性管理のための方法である。本方法は、
新たな隣接ルータ探査創始（create）メッセージを受信すること；そして該新たな隣接ル
ータ創始メッセージへの回答で受領通知を送ることを含む。本方法は、さらに、新たな隣
接ルータ・アラート要請に応じてターゲット・アクセス・ルータと第１のＬ２ＴＰ接続及
び第２のＬ２ＴＰ接続を設定すること、を含む。
【００１５】
　別の１つの実施形態にしたがったものは、無線端末のハンドオフを容易にする装置であ
る。本装置は、隣接するアクセス・ルータに関連する情報を記憶するメモリ；無線端末か
らハンドオフ要請を受信する受信機；及び該記憶された情報を検索し、そして該ハンドオ
フ要請に応答するプロセッサ、を含む。
【００１６】
　さらに別の１つの実施形態は、移動性管理を容易にする装置である。本装置は、インタ
ーネット・プロトコルのカプセル化されたものを作り出して、情報を送るための手段；及
び該情報を送るために少なくとも２つの擬似配線を利用するための手段、を含む。
【００１７】
　さらに別の１つの実施形態では、移動性管理のためのコンピュータ実行可能な命令をそ
の上に記憶しているコンピュータ読取り可能な媒体である。その命令は、無線端末から新
たな隣接ルータ探査創始メッセージを受信すること、及び該新たな隣接ルータ創始メッセ
ージへの回答で受領通知を送ることを含む。その命令は、該新たな隣接ルータ創始メッセ
ージに応答して隣接するアクセス・ルータと情報を交換すること、及びターゲット・アク
セス・ルータと第１のＬ２ＴＰ接続及び第２のＬ２ＴＰ接続を設定することをさらに含む
。
【００１８】
　別の１つの実施形態にしたがったものは、複数のアクセス・ルータ間のハンドオフのた
めのコンピュータ実行可能な命令を実行するプロセッサである。その命令は、インターネ
ット・プロトコルをカプセル化したものにより第１のアクセス・ルータへ情報を送ること
；及び該情報を送るために少なくとも２つの擬似配線を利用することを含む。
【００１９】
　さらに別の１つの実施形態は、移動性管理のための方法である。本方法は、無線端末か
ら新たな隣接ルータ・アラートを受信すること；及び該新たな隣接ルータ・アラートにお
いて識別されたアクセス・ルータから隣接ルータ探査創始を要請することを含む。本方法
は、さらに、該要請された隣接ルータ探査創始の受領通知を該アクセス・ルータから受信
すること；及び該アクセス・ルータによって開設された第１のリンクと第２のリンクとを
経由して該無線端末と通信することを含む。
【００２０】
　別の１つの実施形態にしたがったものは、移動性管理を容易にする装置である。本装置
は、アクセス端末から受信した新たな隣接ルータ・アラートに応じて隣接ルータ探査創始
を開始するプロセッサ；及び該隣接ルータ探査創始への応答に関連する情報を記憶するメ
モリを含む。
【００２１】
　さらに別の１つの実施形態は、複数のアクセス・ルータ間のハンドオフを容易にする装
置である。本装置は、ビーコン信号を送信するための手段；及び該ビーコン信号に応じて
ハンドオフ要請を受信するための手段を含む。同様に含まれるものは、新たな隣接ルータ
探査を開始するための手段；及び隣接するアクセス・ルータとルーティング情報を交換す
るための手段である。
【００２２】
　別の１つの実施形態にしたがったものは、移動性管理のためのコンピュータ実行可能な
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命令をその上に記憶しているコンピュータ読取り可能な媒体である。その命令は、新たな
隣接ルータ・アラートを無線端末から受信すること、及び該新たな隣接ルータ・アラート
において識別されたアクセス・ルータから隣接ルータ探査創始を要請することを含む。そ
の命令は、さらに、該アクセス・ルータから該要請された隣接ルータ探査創始の受領通知
を受信すること、及び該アクセス・ルータによって開設された第１のリンクと第２のリン
クとを経由して該無線端末と通信することを含む。
【００２３】
　別の１つの実施形態にしたがったものは、移動性管理のためのコンピュータ実行可能な
命令を実行するプロセッサである。その命令は、ビーコン信号を送信すること；及び該ビ
ーコン信号に応じてハンドオフ要請を受信することを含む。その命令は、さらに、新たな
隣接ルータ探査を開始すること；及び隣接するアクセス・ルータとルーティング情報を交
換することを含む。
【００２４】
　上記の目的そして関連する目的の実現のために、１又はそれより多くの実施形態は、下
記に詳細に記載され、そして特に特許請求の範囲において示される特徴を具備する。下記
の説明及び添付された図面は、ある種の例示的な態様を詳細に説明し、そして本実施形態
の原理がその中で利用されることができる様々な方法のうちの幾つかだけを表す。他の利
点及び新規な特徴は、図面とともに考察されるときに下記の詳細な説明から明らかになる
であろう、そして開示された実施形態は、全てのそのような態様及びそれらと等価なもの
を含むように意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】擬似配線を利用してハンドオフを容易にする無線通信システムのブロック図を図
示する。
【図２】本明細書中に提示される様々な実施形態にしたがって複数のアクセス・ルータ間
のメッセージをカプセル化するためそして逆カプセル化するために使用されるシステム・
モデルを図示する。
【図３】擬似配線を利用するハンドオフを容易にするための方法のフローチャートを図示
する。
【図４】開示された実施形態を利用するための方法の別の１つのフローチャートを図示す
る。
【図５】現在のアクセス・ルータとターゲット・アクセス・ルータとの間のハンドオフを
確立するための方法のフローチャートを図示する。
【図６】開示された実施形態で利用されるＬＬＣ擬似配線ヘッダ・フォーマットを図示す
る。
【図７】開示された技術を利用するＬ２ＴＰｖ３ＩＰサブ・レイヤのためのヘッダ・フォ
ーマットを図示する。
【図８】様々な実施形態にしたがってハンドオフを実行するための方法のフローチャート
を図示する。
【図９】様々な実施形態にしたがった無線デバイスを図示する。
【図１０】様々な実施形態にしたがったアクセス・ルータを図示する。
【図１１】少なくとも２つのアクセス・ルータ間のハンドオフを容易にする装置のブロッ
ク図を図示する。
【図１２】移動性管理を容易にする装置のブロック図を図示する。
【図１３】複数のアクセス・ルータ間のハンドオフを容易にする装置を図示する。
【図１４】開示された実施形態にしたがって与えられる具体例の通信システムのネットワ
ーク図を図示する。
【図１５】本明細書中に開示された様々な実施形態にしたがって与えられる具体例のアク
セス端末を図示する。
【図１６】開示された実施形態にしたがって与えられる具体例のアクセス・ポイントを図
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示する。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　様々な実施形態が、図面を参照してここに説明される。下記の記載では、説明の目的の
ために、数多くの特定の詳細が１又はそれより多くの態様の十分な理解を提供するために
説明される。しかしながら、そのような（複数の）実施形態がこれらの具体的な詳細を用
いずに実行され得ることは、明らかであろう。別の例では、周知の構造及びデバイスは、
これらの実施形態を記述することを容易にするためにブロック図形式で示される。
【００２７】
　本実施形態において使用されるように用語“構成要素（コンポーネント）”、“モジュ
ール”、“システム”、及びその他は、コンピュータ関連の実体、いずれかのハードウェ
ア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせ、ソフトウェア、又は
実行中のソフトウェア、を呼ぶように意図されている。例えば、構成要素は、プロセッサ
上で実行中のプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行可能なもの、実行のスレッド、
プログラム、及び／又はコンピュータ、であり得るが、これらであるように限定されない
。説明の目的で、計算デバイス上で走っているアプリケーションと計算デバイスの両者は
、構成要素であることが可能である。１又はそれより多くの構成要素は、プロセス及び／
又は実行のスレッドの内部に常駐することが可能であり、そして構成要素は、１つのコン
ピュータ上に局在化されることができる及び／若しくは２又はそれより多くのコンピュー
タの間で分散されることができる。それに加えて、これらの構成要素は、その媒体上に記
憶された様々なデータ構造を有するコンピュータ読取り可能な媒体から実行されることが
可能である。構成要素は、１又はそれより多くのデータ・パケット（例えば、ローカル・
システム、分散型システム中の別の１つの構成要素と情報交換している１つの構成要素か
らのデータ、及び／又は信号として別のシステムとインターネットのようなネットワーク
をわたるデータ）を有する信号にしたがうようなローカル・プロセス及び／又は遠隔プロ
セスを通して通信できる。
【００２８】
　その上、様々な実施形態が、ユーザ・デバイスと関係して本明細書中で説明される。ユ
ーザ・デバイスは、システム、加入者ユニット、加入者局、移動局、移動デバイス、遠隔
局、アクセス・ポイント、基地局、遠隔端末、アクセス端末、ハンドセット、ホスト、ユ
ーザ端末、端末、ユーザ・エージェント、又はユーザ装置とも同様に呼ばれることができ
る。ユーザ・デバイスは、セルラ電話機、コードレス電話機、セッション・イニシエーシ
ョン・プロトコル（ＳＩＰ：Session Initiation Protocol）電話機、無線ローカル・ル
ープ（ＷＬＬ：wireless local loop）局、個人ディジタル補助装置（ＰＤＡ：Personal 
Digital Assistant）、無線接続能力を有する手持ちデバイス、又は無線モデムに接続さ
れた（複数の）他の処理デバイス、であり得る。
【００２９】
　その上、本明細書中に記載される様々な態様又は特徴は、方法、装置、又は標準プログ
ラミング技術及び／又はエンジニアリング技術を使用する製造文書（article of manufac
ture）として実施されることができる。本明細書中で使用されるように、用語“製造文書
”は、いずれかのコンピュータ読取り可能なデバイス、キャリア、又は媒体からアクセス
可能なコンピュータ・プログラムを含むように意図されている。例えば、コンピュータ読
取り可能な媒体は、磁気記憶デバイス（例えば、ハード・ディスク、フロッピー（登録商
標）ディスク、磁気ストリップ．．．）、光ディスク（例えば、コンパクト・ディスク（
ＣＤ：compact disk）、ディジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ：digital versat
ile disk）．．．）、スマート・カード、及びフラッシュ・メモリ・デバイス（例えば、
カード、スティック、キー・ドライブ．．．）を含むことが可能であるが、これらに限定
されない。
【００３０】
　様々な実施形態が、複数の構成要素、モジュール、及びその他を含むことができるシス
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テムの観点から提示されるであろう。様々なシステムが追加の構成要素、モジュール、等
を含むことができること、及び／又は図面に関連して論じられる全ての構成要素、モジュ
ール、等を必ずしも含まないことがあることが、理解されそして認識されるべきである。
これらのアプローチの組み合わせも、使用されることができる。
【００３１】
　ここで図面を参照して、図１は、擬似配線を利用してハンドオフを容易にする無線通信
システム１００のブロック図を図示する。システム１００は、無線デバイス１０２を含み
、それは１又はそれより多くのアクセス・ルータ、アクセス・ルータ１１０４及びアクセ
ス・ルータ２１０６と名付けられる、と無線で通信することが可能である、ここで、Ｎは
１より大きい又はそれに等しい任意の整数である。アクセス・ルータは、基地局、パケッ
ト・データ・サービング・ノード（ＰＤＳＮ：packet data serving node）、及び／又は
ゲートウェイ汎用パケット・ラジオ・サービス（ＧＰＲＳ：gateway general packet rad
io service）サポート・ノードであり得る。
【００３２】
　各アクセス・ルータ１０４，１０６は、対応する地理的な範囲すなわちセル１０８，１
１０を有する。隣接するセル１０８，１１０は、セル境界領域１１２により示されるよう
に、わずかに重なることができる。そのような重なりは、各アクセス・ルータ１０４，１
０６により送られたビーコン信号１１４，１１６を無線デバイス１０２が認識する潜在能
力を提供することが可能である。ビーコン信号１１４，１１６は、ＬＬＣ識別子をアクセ
ス・ルータ１０４，１０６に関連する他の情報と同様に含むことが可能である。
【００３３】
　無線デバイス１０２がセル１０８からセル１１０に移動するにつれて、矢印で示された
ように、無線デバイス１０２は、アクセス・ルータ１０６により送られるビーコン１１６
を受信する。無線デバイス１０２は、アクセス・ルータ１０４からアクセス・ルータ１０
６へハンドオフするように望むことができる。しかしながら、もしアクセス・ルータ１０
４，１０６が互いに認識できないならば、ハンドオフは実行されるはずがなく、そして無
線デバイス１０２は、ターゲット・アクセス・ルータ１０６と適正に通信することが不可
能である。それゆえ、無線デバイス１０２は、アクセス・ルータ１０４を経由してアクセ
ス・ルータ１０６と通信することを強いられる。アクセス・ルータ１０４，１０６間の信
号通信及びトラフィックを伝達するために、擬似配線が作り出される。第１の擬似配線は
、ＬＬＣフレームのために作り出されることができ、そして第２の擬似配線は、ＩＰ通信
のために作り出されることができる。そのような方法で、無線デバイス１０２は、例えば
、ハンドオフを経由して直接通信が開設されることができるまで、アクセス・ルータ１０
４を経由してアクセス・ルータ１０６に通信する。
【００３４】
　図２は、本明細書中に提示される様々な実施形態にしたがって複数のアクセス・ルータ
間のメッセージをカプセル化するためそして逆カプセル化するために使用されるシステム
・モデル２００を図示する。システム２００は、無線端末２０２、第１のアクセス・ルー
タ（アクセス・ルータＡ）２０４、及び第２のアクセス・ルータ（アクセス・ルータＢ）
２０６を含む。説明の目的のために、無線端末２０２は、アクセス・ルータＡ２０４（現
在のアクセス・ルータ）と直接通信中であり、そしてアクセス・ルータＢ２０６（ターゲ
ット・アクセス・ルータ）にハンドオフをしたがっている。各アクセス・ルータ２０４，
２０６は、それぞれのインターフェース２１２，２１４及びそれぞれのＬＬＣエンティテ
ィ２１６，２１８を含むことができる。
【００３５】
　無線端末２０２は、ビーコン信号を通してターゲット・アクセス・ルータ２０６の存在
を認識することが可能であり、そのビーコン信号はアクセス・ルータにより（定期的に又
は連続的に）送られて、アクセス・ルータが利用可能であることを近くの範囲内の（例え
ば、アクセス・ルータの地理的なセル内の）無線デバイスに知らせる。ビーコン信号は、
ＬＬＣ、同様にそのアクセス・ルータに関連する他の情報を含むことが可能である。
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【００３６】
　ターゲット・アクセス・ルータ２０６のビーコンを既に検出している無線端末は、現在
のアクセス・ルータ２０４にハンドオフ要請を送る。例えば、メモリ中に維持管理された
アクセス・ルータのルック－アップ・テーブル中の情報を検索した後で、もし現在のアク
セス・ルータ２０４がターゲット・アクセス・ルータを認識しない場合には、隣接ルータ
認識失敗が無線端末に送られる。
【００３７】
　そのような失敗を受信した後で、無線端末は、隣接ルータ探査及びアクセス・ルータ２
０４，２０６間で新たな隣接ルータ・アラート（alert）を開始することができる。実質
的に同じ時間に又は実質的に同じ地理的領域内でそれぞれのアクセス・ルータ２０４，２
０６からのビーコン信号を受信することに基づいて、アクセス・ルータ２０４と２０６と
が隣接ルータであることを、無線端末２０２は、推論することができる。
【００３８】
　少なくとも２つのＬ２ＴＰｖ３擬似配線は、ＩＰアーキテクチャのアクセス・ルータ２
０４，２０６間のユーザ・トラフィック及び信号送信をカプセル化するために使用される
ことが可能である。無線端末２０２が新たなアクセス・ルータ（アクセス・ルータＢ２０
６）と直接通信することが不可能であり、そして現在のもの（アクセス・ルータＡ２０４
）を経由して新たなアクセス・ルータと通信することを強いられるときには、そのような
配線は、ハンドオーバーの促進をサポートすることができる。送る側のエンティティと受
け取る側のエンティティがそれぞれのタイプの配線に対して異なるために、２つの擬似配
線が利用される。
【００３９】
　第１のＬ２ＴＰｖ３擬似配線２０８は、ＩＰ通信に対してであり得る。アクセス・ルー
タ２０４，２０６間のハンドオーバーをサポートするために、無線端末２０２は、自身の
動きを予想し、そして現在のアクセス・ルータ２０４を経由して新たなアクセス・ルータ
２０６と複数のタスクを実行する必要がある。これらの情報交換は、移動性管理プロトコ
ル（ＭＭＰ：mobility management protocol）、接続制御プロトコル（ＣＣＰ：connecti
on control protocol）、安全関連プロトコル（ＳＡＰ：secure association protocol）
、及び新たなアクセス・ルータへの潜在的に延長可能な認証プロトコル（ＥＡＰ：extens
ible authentication protocol）メッセージを含む。これらのプロトコルは、ＩＰを介し
ては動作しない、それゆえ、複数のホッピングを経由してこの情報を送るためにＩＰカプ
セル化に対する必要性がある。同じ理由付けは、既に圧縮されているＲＨＣＰフレームを
送ることに適用される。これらのメッセージは、現在のアクセス・ルータのＬＬＣから新
たなアクセス・ルータのＬＬＣへ送られ、そして本明細書中ではＬＬＣフレームと呼ばれ
る。
【００４０】
　第２のＬ２ＴＰｖ３擬似配線２１０は、現在のアクセス・ルータ２０４において受信さ
れた全体のＩＰパケットをカプセル化し逆多重化するために、そしてそのパケットを新た
なアクセス・ルータ２０６へバイキャストするか転送するかのどちらかのために、使用さ
れることができる。これらのパケットは、現在のアクセス・ルータ・インターフェース２
１２のうちの１つから新たなアクセス・ルータ・インターフェース２１４のうちの１つへ
直接送られる。アクセス・ルータ・インターフェースは、識別情報と構成を含む。これら
のメッセージは、“ＩＰパケット”として本明細書中では呼ばれる。
【００４１】
　図３は、擬似配線を利用してハンドオフを容易にするための方法のフローチャートを図
示する。説明の平易さの目的のために、本方法は、一連のブロックとして示されそして説
明されるものの、ある複数のブロックが本明細書中で図示されそして説明されるものとは
異なる順番で及び／又はそれら以外の別のブロックと同時に生じることがあるので、開示
される実施形態は、ブロックの数又は順番により限定されないことが理解される。その上
、全ての図示されるブロックが、説明される方法を実施するために必ずしも必要でないこ
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とがある。ある方法は、例えば、状態図でのように、一連の相互に関連する状態又は事象
として代わりに表わされることができる。ブロックに関係付けられる機能が、ソフトウェ
ア、ハードウェア、それらの組み合わせ、又は任意の別の適切な手段（例えば、デバイス
、システム、プロセス、コンポーネント）により実施され得ることが、認識されるべきで
ある。それに加えて、本明細書の全体を通して開示される方法が、かかる方法を様々なデ
バイスへ伝達すること又は転送することを容易にするために製造の文書に記憶されること
が可能であることは、認識されるはずである。
【００４２】
　ビーコン信号がアクセス・ルータから受信されるときに、方法３００は、３０２で開始
する。その信号は、アクセス・ルータに関するＬＬＣ又は他の識別子を含むことができる
。無線デバイスは、通信速度、品質、又は他のパラメータを含んでいるビーコンで受信さ
れる情報に基づいてそのアクセス・ルータ（例えば、ターゲット・アクセス・ルータ）へ
ハンドオフすることを望むことができる。ターゲット・アクセス・ルータへハンドオフす
るための要請は、現在のアクセス・ルータに送られる。現在のアクセス・ルータがそのタ
ーゲット・アクセス・ルータを認識しない場合には、失敗メッセージ（例えば、隣接ルー
タ認識失敗）が、ハンドオフ要請に応じて、３０４において受信される。
【００４３】
　方法３００は、３０６において続き、ＣＣＰリンクがターゲット・アクセス・ルータと
開設される。そのようなリンクの開設は、ソース・アドレス及び宛先アドレスの両者とし
てターゲット・アクセス・アドレスをパケット・ヘッダ中に含む第２のハンドオフ要請を
送ることを含むことができる。ＣＣＰ申込み（challenge）は、ハンドオフ要請に応じて
ターゲット・アクセス・ルータから受信され、それはアクセス端末により応答される。
【００４４】
　新たな隣接ルータ・アラートは、３０８において始められ、それは互いの存在について
アクセス・ルータに注意を喚起する。アクセス・ルータは、ＩＰをカプセル化したメッセ
ージの交換を通して通信することができそして通信を開設する。少なくとも２つの擬似配
線又はトンネルは、それらのアクセス・ルータ間で開設され、直接リンクが３１２でター
ゲット・アクセス・ルータと開設されるまで、３１０において、無線端末が現在のアクセ
ス・ルータを経由してターゲット・アクセス・ルータと通信することを可能にする。
【００４５】
　擬似配線は、複数のアクセス・ルータ間で維持され、そして次の無線デバイスは、開示
される実施形態にしたがって新たな擬似配線を開設する必要なしにいずれの方向にもアク
セス・ルータ間でハンドオフすることが可能である。開示される実施形態は、双方向通信
を作り出すことに注目すべきであり、それはもしハンドオフがターゲット・アクセス・ル
ータから現在のアクセス・ルータに要請される場合に、同じ擬似配線と技術が利用される
ことが可能であること、を意味する。
【００４６】
　図４は、開示された実施形態を利用するための方法４００の別の１つのフローチャート
を図示する。方法４００は、４０２で開始し、そこではあるアクセス・ルータ（例えば、
ターゲット・アクセス・ルータ）へのハンドオフ要請が無線端末から受信される。現在の
アクセス・ルータは、ターゲット・アクセス・ルータに関連する情報（例えば、ＩＰアド
レス、ＬＬＣ、他のルーティング情報）について内部メモリ、例えば、ルック－アップ・
テーブル、を検索することができる。その情報が見つからない場合には、隣接ルータ認識
失敗が、４０４において無線端末に送られ、そのハンドオフが実行不可能であることを指
示する。無線端末は、ハンドオフ要請を放棄することができる、又は前に論じたようにタ
ーゲット・アクセス・ルータとＣＣＰリンクを始めることができる。
【００４７】
　無線端末が新たな隣接ルータ・アラートを送る場合には、本方法は、４０６において続
き、そこでは隣接ルータ探索創始が受信される。これは、ターゲット・アクセス・ルータ
への通信リンクを開設するために必要なルーティング情報をターゲット・アクセス・ルー
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タから受信することを含むことができる。受け入れ可能である場合には、４０８において
、受領通知が、ターゲット・アクセス・ルータに送られ、それは現在のアクセス・ルータ
に対するルーティング情報を含む。そのように、双方向ルーティング情報を設定する。
【００４８】
　擬似配線は、複数のアクセス・ルータ間に創設されることができ、直接の無線リンクが
ターゲット・アクセス・ルータと開設され得るまで、無線端末が現在のアクセス・ルータ
を経由してターゲット・アクセス・ルータと通信することを可能にする。
【００４９】
　図５は、現在のアクセス・ルータとターゲット・アクセス・ルータとの間のハンドオフ
を確立するための方法５００のフローチャートを図示する。５０２において、ビーコン信
号が送信され、それはそのビーコンを送信しているアクセス・ルータのＬＬＣを含む。ビ
ーコンは、近くの範囲内のデバイスにより傍聴されるように意図されており、そのような
デバイスがアクセス・ルータを経由して通信することを可能にする。
【００５０】
　５０４において、ハンドオフ要請は、無線端末から受信されることができ、そこでは、
無線端末はターゲット・アクセス・ルータに直接通信できない。かかるハンドオフ要請は
、無線端末による最初のハンドオフ要請に応じて現在のアクセス・ルータからの最初の失
敗応答の後で受け取られるはずである。ハンドオフ要請は、パケット・ヘッダ中にソース
・アドレス及び宛先アドレスとしてターゲット・アクセス・ルータ・アドレスを含む。
【００５１】
　ＣＣＰリンクが開設されることに応じて、新たな隣接ルータ・アラートが５０６で受信
される。かかる新たな隣接ルータ・アラートは、各アクセス・ルータから受信されるビー
コン信号に基づいて２又はそれより多くのアクセス・ルータが隣接ルータであるとされる
無線端末から受信されることがある。隣接ルータ探査創始は、５０８において実行され、
そこでは、ターゲット・アクセス・ルータと現在のアクセス・ルータは、双方向ルーティ
ング情報を交換する。現在のアクセス・ルータからのルーティング情報は、５１０におい
て、隣接ルータ探査創始に応答して現在のアクセス・ルータからの受領通知で受信される
。ターゲット・アクセス・ルータは、直接の無線リンクが開設されるまで現在のアクセス
・ルータを経由してその無線端末と通信する。
【００５２】
　図６は、ＬＬＣフレーム擬似配線を伝達するために利用されるＬＬＣ擬似配線ヘッダ・
フォーマット６００を図示する。擬似配線のタイプは、Ｌ２ＴＰｖ３ヘッダ中に含まれる
セッション識別子により指示され、そしてＬ２ＴＰｖ３サブ・レイヤ・ヘッダとして利用
されることができる。バージョン６０２の記載は、ヘッダのバージョン番号を含む。フィ
ールドは、このバージョンに対して１に設定されることができる。バージョンは、長さが
１バイトでありそして整数タイプであり得る。
【００５３】
　フィールド６０４は、メッセージの方向を示すフラッグである。設定されたときに、図
示されたようにアップリンク“Ｕ”を指示する。それが設定されないときには、ダウンリ
ンクを指示する。フィールド６０４は、１ビットであることができ、そして整数タイプの
フィールドである。フィールドｒｅｓ６０６は、将来の使用のために確保されることがで
きる。それは送り手によってゼロに設定されることができ、そして受信者によって無視さ
れることができる。フィールドｒｅｓ６０６は、７ビット長であることができ、そしてフ
ィールド・タイプ整数からなる。
【００５４】
　フィールド連続番号６０８記載は、２バイトであり得て、そしてそのフィールド・タイ
プは整数である。このフィールドは、転送された情報に関する連続番号を含む。連続番号
フィールド６０８は、送り手が新たなメッセージを送る毎に１だけ増加されることができ
る。
【００５５】
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　無線端末識別子（ＷＴ　Ｉｄ）記載フィールド６１０は、グローバルに唯１つの無線端
末識別子を含むことができ、無線端末仮識別子及びグローバルに唯１つのモービル・ネッ
トワーク・サーバ（ＭＮＳ）識別子を含む。ＷＴ　Ｉｄフィールド６１０は、フィールド
・タイプ整数でありそして１２バイトであり得る。
【００５６】
　宛先ＬＬＣに関する識別子（Ｄｓｔ　ＬＬＣｉｄ）を含むフィールド６１２は、２バイ
トでありそして整数タイプであり得る。Ｄｓｔ　ＬＬＣｉｄ６１２フィールド中に含まれ
る識別子は、受信者にとってローカルに固有である。送る側のＬＬＣインターフェースに
関する識別子（Ｓｒｃ　ＬＬＣｉｄ）を含むフィールド６１４は、整数タイプであり得て
、２バイトの長さを有する。Ｓｒｃ　ＬＬＣｉｄフィールド６１４中に含まれる識別子は
、送る側のインターフェースに対してローカルに固有であり、そして応答を送るために受
信者により使用される。
【００５７】
　巡回冗長性チェック（ＣＲＣ）記載フィールド６１６は、Ｌ２ＴＰｖ３ヘッダとサブ・
レウヤ・ヘッダとをカバーする。ＣＲＣフィールド６１６は、送信エラーを検出するため
に使用され、そして２バイトでありそのタイプは整数である。フィールド６１８は、将来
の使用のために確保され、そして送り手によってゼロに設定されることができ、そして受
信者により無視されることができる。それは、長さ２バイトであり、そして整数フィール
ド・タイプである。
【００５８】
　下記は、トンネル内で交換される情報を処理するためにアクセス・ルータに対して推奨
される動きを記述する。ＬＬＣフレームを送るとき、送り手は、適切なセッション識別子
を選択するはずである。このプロトコルは、Ｌ２ＴＰｖ３ヘッダ中の６４ビット・クッキ
ー（Cookie）フィールドを使用する。バージョン・フィールド６０２は、１に設定される
ことができる。連続番号フィールド６０８は、送られるメッセージ毎に１だけ増加される
。連続番号フィールド６０８は、全ての発信メッセージに対して増加され、そしてある無
線端末に関連しているメッセージの特定の集合に固有ではない。Ｄｓｔ　ＬＬＣｉｄフィ
ールド６１２とＳｒｃ　ＬＬＣｉｄフィールド６１４は、このセッションを取り決めると
きに取得した値にしたがって設定される。フィールド６０４は、メッセージの方向を示す
ために設定される。ＣＲＣは、次に計算される。送り手は、ＣＲＣ値を計算している間、
ＣＲＣフィールド６１６それ自身をゼロに設定することができる。
【００５９】
　ＬＬＣ擬似配線を経由してフレームを受信することは、バージョン・フィールド６０２
を最初にチェックするカプセル化されたサブＩＰパケットを受信するアクセス・ルータを
含む。もしフィールド６０２が１に等しくない場合には、パケットは、黙って破棄される
ことができる。もしバージョンが１に設定される場合には、受信者は、ＣＲＣフィールド
６１６を計算し、そしてＣＲＣフィールド６１６それ自身をゼロに設定することができる
。エラーが検出される場合には、パケットは黙って破棄されることができる。ＣＲＣの好
結果の検証に引き続いて、ＷＴ　ｉｄ６１０が使用され、連続番号フィールド６０８と統
合されて、パケットが誤った順番で到着したかどうかを検出する。あるプロトコル（例え
ば、ＥＡＰ）は、パケットが送られたものと同じ順番でパケットが受け取られることを求
める。パケット再配列は、カプセル化されたプロトコル及び実施に依存する。連続番号フ
ィールド６０８は、メッセージが誤った順番で到着するときに、ケース・バイ・ケースの
ベースで、必要な行為を行うための実施を可能にするために含まれる。特定のユーザに対
して最後に受信される連続番号フィールド６０８は、無線端末毎のベースでパケットを再
配列することを可能にするために記憶される。
【００６０】
　図７は、開示された技術を利用するＬ２ＴＰｖ３ＩＰサブ・レイヤのためのヘッダ・フ
ォーマット７００を図示する。このヘッダは、ＩＰセッション擬似配線を経由してＩＰパ
ケットを搬送するために使用される。擬似配線のタイプは、Ｌ２ＴＰｖ３ヘッダ中に含ま
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れるセッション識別子によって示され、そしてＬ２ＴＰｖ３サブ・レイヤ・ヘッダとして
利用されることが可能である。
【００６１】
　バージョン記載フィールド７０２は、整数タイプでありそして長さが１バイトであり得
る。バージョン・フィールド７０２は、ヘッダのバージョン番号を含み、そしてこのバー
ジョンに対して１つ設定されることができる。フィールド７０４は、設定されたときに、
パケットが送り手によりバイキャストされた（Ｂ）ことを示す。このフィールドは、整数
でありそして長さが１ビットである。
【００６２】
　パケットの残存時間（ＴＴＬ：time to live）フィールド７０６は、２ビットでありそ
して整数であり得る。もしＴＴＬフィールド７０６がゼロに設定される場合、パケットは
破棄されることができる。フィールド７０８は、将来の使用のために確保され、そして送
り手によりゼロに設定されることができそして受信者により無視されることができる。フ
ィールド７０８は、整数でありそして長さが５ビットである。
【００６３】
　連続番号記載フィールド７１０は、転送される情報に関する連続番号を含む。このフィ
ールドは、２バイトでありそして整数フィールド・タイプであり得る。連続番号フィール
ド７１０は、送り手が新たなメッセージを送る毎に１ずつ増加される。無線端末識別子（
ＷＴ　Ｉｄ）フィールド７１２は、１２バイトでありそして整数フィールド・タイプであ
る。ＷＴ　Ｉｄフィールド７１２は、グローバルに唯１つの無線端末識別子を含むことが
でき、無線端末仮識別子及びグローバルに唯１つのＭＮＳ識別子を含む。
【００６４】
　宛先無線リンク・インターフェース識別子（Ｄｓｔ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｉｄ）フィ
ールド７１４は、整数フィールド・タイプでありそして長さが４バイトである。このフィ
ールドは、受信者に対してローカルに固有であるだけであり得て、送り手に対して必ずし
も意味がある必要がない。このフィールドは、ＩＰアドレスを含むことができる。送り手
に対する無線リンク・インターフェースに関する識別子を含むフィールドは、Ｓｒｃイン
ターフェースｉｄ記載フィールド７１６である。このフィールドは、いずれかの受信され
たメッセージに対して生成される応答で使用される。Ｓｒｃインターフェースｉｄ記載フ
ィールド７１６は、送り手にとってローカルに固有であり、そして受信者にとって意味が
ない。このフィールドは、ＩＰアドレスを含むことができる。このフィールド・タイプは
、整数であり、そして長さが４バイトであり得る。
【００６５】
　ＣＲＣフィールド７１８は、長さが２バイトである。ＣＲＣフィールド７１８は、Ｌ２
ＴＰｖ３ヘッダとサブ・レイヤ・ヘッダをカバーする。このフィールドは、送信エラーを
検出するために使用される。フィールド・タイプは、整数である。フィールド７２０は、
将来の使用のために確保され、そして送り手によりゼロに設定されることができそして受
信者により無視されることができる。そのフィールド・タイプは、整数でありそして将来
の使用のために確保され、そして送り手によりゼロに設定されることができそして受信者
により無視されることができる。長さが２バイトである。
【００６６】
　下記は、トンネル内で交換される情報を処理するためにアクセス・ルータに対して推奨
される動きを説明する。ＩＰパケットを送るときに、送り手は、適切なセッション識別子
を選択する。このプロトコルは、Ｌ２ＴＰｖ３ヘッダ中の６４－ビット・クッキー・フィ
ールドを使用することが可能である。バージョン・フィールド７０２は、１に設定される
ことができ、そして連続番号フィールド７１０は、送られるメッセージ毎に１だけ増加さ
れる。連続番号フィールド７１０が全ての発信メッセージに対して増加され、そしてある
無線端末に関連するメッセージの特定の集合に特有ではないことに注意する。ＴＴＬフィ
ールド７０６は、ルーティングの必要性にしたがって設定される。パケットがバイキャス
トである場合には、フィールド７０４は、“Ｂ”フラッグを示すように設定されることが
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できる。ＣＲＣフィールド７１８は、図６を参照して上に記述されたように計算される。
【００６７】
　ＩＰ擬似配線がＩＰ擬似配線セッションを経由して受信されるとき、バージョン・フィ
ールド７０４とＣＲＣフィールド７１８は、上に説明したものと類似の方法で検証される
。受信者は、ＴＴＬフィールド７０６を１だけ減少させ、そしてパケットは処理のために
適正なインターフェースへ転送される。もしパケットが１つのインターフェースから別の
１つに転送されようとしている場合には、ＴＴＬフィールド７０６は、それがゼロより大
きいことを確かめるために検査される。もしＴＴＬフィールド７０６がゼロであるならば
、パケットは、黙って破棄されることができる。
【００６８】
　Ｌ２ＴＰｖ３パケットを使用することによって、ハンドオフのあいだに現在のアクセス
・ルータからターゲット・アクセス・ルータへユーザ・データを転送すること；ハンドオ
フの促進を実現するためにレイヤ２（Ｌ２）制御シグナリングを転送すること、ダウンリ
ンクにおけるマクロ－ダイバーシティを提供するためにユーザ・データをバイキャストす
ること；そして一般的なアップリンクＬ２－に基づくＩＰを経由するルーティングは、効
率的に処理されることが可能である。Ｌ２ＴＰｖ３を使用することの利点は、複数のアク
セス・ルータ間のパケット搬送のためにＩＰネットワーキングとルーティングを利用する
ことを含む。Ｌ２ルーティングと搬送とのいずれもが、複数のアクセス・ルータ間で必要
とされない。無線端末は、Ｌ２アドレシングとルーティングとを認識する必要があるだけ
である。追加の制御情報は、Ｌ２ＴＰｖ３ヘッダ中に与えられて、別のユーザ・データ処
理そして受信側のアクセス・ルータにおけるスケジューリングを可能にする。それに加え
て、エラー検出は、パケットが誤った無線端末に適用されないことを確実にするためにア
ドレシング情報をカバーする。
【００６９】
　図８は、様々な実施形態にしたがってハンドオフを実行するための方法８００のフロー
チャートを図示する。方法８００は、ハンドオフ・パケットを転送することで８０２にお
いて開始する。ターゲット・アクセス・ルータからのＭＩＰバインディング更新信号の受
信に基づいて、バッファされたパケット及びホーム・エージェントから到着する引き続く
パケットは、Ｌ２ＴＰｖ３パケットへとカプセル化され、そしてターゲット・アクセス・
ルータに送られる。Ｌ２ＴＰｖ３ヘッダは、ターゲット・アクセス・ルータにおける適正
なスケジューリングと処理のための追加情報及び無線端末識別子を含む。
【００７０】
　８０４において、無線端末からのレイヤ２シグナリングの受信でハンドオフ促進のため
のレイヤ２制御シグナリングを転送することが、実行される。宛先ＬＬＣｉｄ／Ｃｉｄは
、Ｆ－ＯＦＤＭレイヤ２ヘッダにおいて検査される。近隣探査を通して確立されたルーテ
ィングに基づいて、このシグナリングは、Ｌ２ＴＰｖ３パケット中へとカプセル化され、
そして適正なアクセス・ルータへ転送される。これは、新たなリンクを実際に持ち出す前
に、ハンドオフ・シグナリングが制御シグナリングのための古いアップリンクと交差する
ことを認める。
【００７１】
　方法８００は、８０６において、マクロ－ダイバーシティのためにユーザ・データをバ
イキャストすることで続く。悪い信号対ノイズ配分が経験されるとき、ダウンリンクにお
いてエラーに強くそしてより良いダイバーシティを提供するために、ある複数のユーザ・
データ・パケットは、２つの異なるアクセス・ルータにおいて２つの異なるダウンリンク
を下り選択的に配送される又はバイキャストされることができる。これは、Ｌ２ＴＰｖ３
パケットのユーザ・データ・パケットを複製しそしてカプセル化することにより、そして
このパケットを副アクセス・ルータへ送ることにより実現されることができる。
【００７２】
　８０８において、一般的アップリンク・レイヤ２に基づくＩＰを経由するルーティング
が、実行される。レイヤ２シグナリング又はユーザ・データ・パケットは、Ｌ２ＴＰｖ３
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へとパケットをカプセル化することによりそして標準ＩＰネットワーキングとルーティン
グを当てにすることにより、ＩＰルーティングの方法でいずれかの地理的に近いアクセス
・ルータへ配送されることが可能である。
【００７３】
　上記の方法８００では、無線端末識別子は、受信側のアクセス・ルータが正しい無線端
末にパケットを振り向けることを可能にするために存在する。他のレイヤ２及びレイヤ３
制御情報は、受信者による使用のためにヘッダ中に含まれることができる。巡回冗長検査
（ＣＲＣ：cyclic redundancy check）は、無線端末識別子及びＬ２ＴＰｖ３ヘッダ中の
レイヤ２とレイヤ３制御情報を保護するために実行される。
【００７４】
　図９は、様々な実施形態にしたがった無線デバイス９００を図示する。無線デバイス９
００は、受信機９０２を含み、それはアクセス・ルータ又は他のデバイスから情報を受信
する。例えば、受信機９０２は、アクセス・ルータにより送信されたビーコンを検出する
ことができる。送信機９０４は、１又はそれより多くのアクセス・ルータ及び／又はデバ
イスへの情報を伝達する。そのような送信された通信は、ハンドオフ要請、通信（例えば
、音声、テキスト、データ、イメージ）、同様にその他の通信を含むことができる。
【００７５】
　プロセッサ９０６は、無線デバイス９００中に同様に含まれることができる。プロセッ
サは、ハンドオフ要請のためにパケット・ヘッダを形成することができ、そのパケット・
ヘッダは、第１のアクセス・ルータのアドレスに対応するソース・アドレス及び宛先アド
レスを含む。オプティマイザ９０８は、第１のアクセス・ルータとＣＣＰリンクを開設し
、第１のアクセス・ルータと第２のアクセス・ルータとの間で隣接ルータ探索を開始する
ように構成されることができる。オプティマイザ９０８は、装置に関するハンドオフ状態
をさらに指定することが可能である。
【００７６】
　図１０は、様々な実施形態にしたがったアクセス・ルータ１０００を図示する。アクセ
ス・ルータ１０００は、送信機１００２、受信機１００４、プロセッサ１００６、及びメ
モリ１００８を含む。送信機１００２は、ビーコン信号を送信するように構成されること
ができ、それはＬＬＣ又は他のアクセス・ルータ情報を含む。送信機１００２は、他のア
クセス・ルータ又は無線デバイスへの様々な通信を送信するように同様に構成されること
ができる。受信機１００４は、ハンドオフ要請、新たな隣接ルータ・アラート、隣接ルー
タ探査要請、又は複数の無線デバイス間の通信を含むその他の情報を受信するように構成
されることができる。
【００７７】
　プロセッサ１００６は、無線端末から受信されるハンドオフ要請に応じてメモリ中に記
憶された情報を検索するように構成されることができる。プロセッサ１００６は、その無
線端末とハンドオフ要請中に含まれるアクセス・ルータとの通信を容易にするために少な
くとも２つの擬似配線をさらに創設することができる。第１の擬似配線は、ＬＬＣフレー
ムを含み、そして第２の擬似配線は、少なくとも１つのＩＰ通信に対してである。ある実
施形態にしたがって、プロセッサ１００６は、アクセス端末から受信される新たな隣接ル
ータ・アラートに応じて隣接ルータ探査創設を開始する。メモリ１００８は、隣接ルータ
探査の間に交換されたアクセス・ルータ情報に関連する情報と同様にアクセス・ルータに
与えられた他の情報を維持管理するように構成されることができる。
【００７８】
　図１１は、少なくとも２つのアクセス・ルータ間のハンドオフを容易にする装置１１０
０のブロック図を図示する。装置１１００は、機能ブロックとして表わされ、それはプロ
セッサ、ソフトウェア、又はそれらの組み合わせ（例えば、ファームウェア）により実行
される機能を表す機能ブロックであり得る。
【００７９】
　装置１１００に含まれるものは、第１のアクセス・ルータから信号を受信するための論
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理モジュール１１０２である。第１のアクセス・ルータは、装置１１００の近くのアクセ
ス・ルータであり得るが、装置１１００が通信中のアクセス・ルータではない。第１のア
クセス・ルータのアドレスを含む第１のハンドオフ要請を送信するための論理モジュール
１１０４は、論理モジュール１１０２が信号を受信するのと実質的に同時にそのような要
請を送信することができる。
【００８０】
　第１のアクセス・ルータと第２のアクセス・ルータとの間で隣接ルータ探査を開始する
ための論理モジュール１１０６は、装置１１００の中に含まれる。同様に含まれるものは
、少なくとも２つの擬似配線を経由して第１のアクセス・ルータと通信するための論理モ
ジュール１１０８である。そのような配線は、第１のアクセス・ルータと第２のアクセス
・ルータとの間の通信パスであり得る。第２のアクセス・ルータは、装置１１００と現在
通信しているルータであり得る。ある実施形態にしたがって、論理モジュール１１０８は
、無線リンクが開設されたときに第１のアクセス・ルータと直接通信するように構成され
ることができる。そのような無線リンクが開設されると、装置１１００は、その少なくと
も２つの擬似配線を経由する第１のアクセス・ルータとの通信を打ち切ることができる。
【００８１】
　ある複数の実施形態にしたがって、装置１１００のハンドオフ状態を特定するためのオ
プションの論理モジュール１１１０が、提供される。ハンドオフ状態の例は、アクティブ
状態、ホールド状態、及びオフ状態を含む。そのようにして、第１のアクセス・ルータへ
ハンドオフをすると、装置１１００は、ハンドオフ状態を特定するために論理モジュール
１１１０によって規定されるように機能することができる。
【００８２】
　図１２は、移動性管理を容易にする装置１２００のブロック図を図示する。装置１２０
０は、機能ブロックとして表わされ、それはプロセッサ、ソフトウェア、又はそれらの組
み合わせ（例えば、ファームウェア）により実行される機能を表す機能ブロックであり得
る。
【００８３】
　装置１２００は、情報を送るためにインターネット・プロトコル・カプセル化を行うよ
うに構成された論理モジュール１２０２を含む。そのようなカプセル化は、メッセージの
ヘッダ中に含まれることが可能である。装置１２００に同様に含まれるものは、情報を送
るために少なくとも２つの擬似配線を利用するための論理モジュール１２０４である。
【００８４】
　ある複数の実施形態にしたがって、装置１２００は、無線デバイスからの新たな隣接ル
ータ・アラートに応じて隣接するアクセス・ルータと隣接ルータ情報を交換するためのオ
プションの論理モジュールを含む。無線デバイスは、そのアクセス・ルータが２つのアク
セス・ルータからのビーコンを検出することに基づいて隣接ルータであることを推論する
。
【００８５】
　図１３は、複数のアクセス・ルータ間のハンドオフを容易にする装置１３００を図示す
る。装置１３００は、機能ブロックとして表わされ、それはプロセッサ、ソフトウェア、
又はそれらの組み合わせ（例えば、ファームウェア）により実行される機能を表す機能ブ
ロックであり得る。
【００８６】
　装置１３００は、ビーコン信号を送信するための論理モジュール１３０２を含む。この
ビーコン信号は、その近くの範囲内の無線デバイスにより聴取されることが可能であり、
そのようなデバイスは、そのビーコン信号を送信しているアクセス・ルータへハンドオフ
するかどうかの判断を下すことができる。同様に含まれるものは、そのビーコン信号に応
じてハンドオフ要請を受信するための論理モジュール１３０４である。そのようなハンド
オフ要請は、近くの範囲内の複数のデバイスから受信されることができる。同様に含まれ
るものは、新たな隣接ルータ探査を、例えば、隣接するアクセス・ルータと開始するため
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の論理モジュール１３０６である。隣接するアクセス・ルータとルーティング情報を交換
するための論理モジュール１３０８は、装置に同様に含まれる。
【００８７】
　ある複数の実施形態では、装置１３００は、少なくとも２つの擬似配線を経由して無線
端末と通信するための論理モジュール１３１０を含む。そのような通信は、隣接するアク
セス・ルータを経由して行われることが可能である。同様に含まれるものは、無線リンク
がその無線端末と開設されたときに少なくとも２つの擬似配線を経由する通信を終わらせ
るための論理モジュール１３１２であり得る。そのように、隣接するアクセス・ルータを
経由する通信は、それ以上利用されない。
【００８８】
　図１４は、開示された実施形態にしたがって与えられる具体例の通信システム１４００
（例えば、セルラ通信ネットワーク）を図示し、それは通信リンクにより相互接続された
複数のノードを備える：そのネットワークは、無線リンクを経由して情報を通信するため
に直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ：orthogonal frequency division multiplexing）信
号を使用することができる。しかしながら、別のタイプの信号、例えば、符号分割多元接
続（ＣＤＭＡ：code division multiple access）信号又は時分割多元接続（ＴＤＭＡ：t
ime division multiple access）信号が、代わりに使用されるはずである。具体例の通信
システム１４００内のノードは、通信プロトコル（例えば、インターネット・プロトコル
（ＩＰ：Internet Protocol））に基づいて信号を使用する情報（例えば、メッセージ）
を交換する。システム１４００の通信リンクは、例えば、電線、光ファイバ・ケーブル、
及び／又は無線通信技術を使用して与えられることができる。具体例の通信システム１４
００は、複数のアクセス端末１４４４，１４４６，１４４４’，１４４６’，１４４４”
，１４４６”を含み、それは複数のアクセス・ポイント１４４０，１４４０’，１４４０
”を経由して通信システムをアクセスする。アクセス端末１４４４，１４４６，１４４４
’，１４４６’，１４４４”，１４４６”は、例えば、無線通信デバイス又は端末であり
得て、そしてアクセス・ポイント１４４０，１４４０’，１４４０”は、例えば、アクセ
ス・ルータ又は基地局であり得る。具体例の通信システム１４００は、相互接続性を提供
するために若しくは特定のサービス又は機能を提供するために使用する複数の別のノード
１４０２，１４０４，１４０６，１４０８，１４１０と１４１２を同様に含むことができ
る。
【００８９】
　システム１４００は、ネットワーク１４０１を図示し、それはアクセス制御ノード１４
０２、移動性サポート・ノード１４０４、ポリシー制御ノード１４０６、及びアプリケー
ション・サーバ・ノード１４０８を含み、その全ては、それぞれ対応するネットワーク・
リンク１４０３，１４０５，１４０７と１４０９により中間ネットワーク・ノード１４１
０に接続される。ある複数の実施形態では、アクセス制御ノード（例えば、遠隔認証ダイ
アル・イン・ユーザ・サービス（ＲＡＤＩＵＳ）又はダイアメータ・サーバ）は、認証（
authentication）、認定（authorization）、及び／又はアクセス端末のアカウンティン
グ及び／又はアクセス端末に関係するサービスをサポートする。ある複数の実施形態では
、移動性サポート・ノード（例えば、モービルＩＰホーム・エージェント及び／又はコン
テクスト移動サーバ）は、（例えば、アクセス端末への／からのトラフィックの切り換え
、及び／又は複数のアクセス・ポイント間でアクセス端末に関係する状態の移動、を介し
て）複数のアクセス・ポイント間のアクセス端末の移動性（例えば、ハンドオフ）をサポ
ートする。ある複数の実施形態では、ポリシー制御ノード（例えば、ポリシー・サーバ又
はポリシー決定ポイント（ＰＤＰ：Policy Decision Point）は、サービス又はアプリケ
ーション・レイヤ・セッションに関するポリシー認定をサポートする。ある複数の実施形
態では、アプリケーション・サーバ・ノード（例えば、セッション・イニシエーション・
プロトコル・サーバ、ストリーミング媒体サーバ、又は他のアプリケーション・レイヤ・
サーバ）は、アクセス端末に利用可能なサービスのためのセッション・シグナリングをサ
ポートする、そして／又はアクセス端末に利用可能なサービス又はコンテントを提供する
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。
【００９０】
　ネットワーク１４０１の中間ネットワーク・ノード１４１０は、ネットワーク・リンク
１４１１を経由するネットワーク１４０１の観点から外部であるネットワーク・ノードへ
の相互接続性を提供する。ネットワーク・リンク１４１１は、別の中間ネットワーク・ノ
ード１４１２に接続され、それは、それぞれネットワーク・リンク１４４１，１４４１’
，１４４１”を経由して複数のアクセス・ポイント１４４０，１４４０’，１４４０”へ
のさらなる接続性を提供する。
【００９１】
　各アクセス・ポイント１４４０，１４４０’，１４４０”は、それぞれ対応するアクセ
ス・リンク（１４４５，１４４７）、（１４４５’，１４４７’）、（１４４５”，１４
４７”）を経由して、それぞれ複数のＮ個のアクセス端末（１４４４，１４４６）、（１
４４４’，１４４６’）、（１４４４”，１４４６”）への接続性を提供するように図示
されている。具体例の通信システム１４００において、各アクセス・ポイント１４４０，
１４４０’，１４４０”は、アクセスを提供するために無線技術（例えば、無線アクセス
・リンク）を使用するように図示される。無線交信可能領域（例えば、各アクセス・ポイ
ント１４４０，１４４０’，１４４０”の通信セル１４４８，１４４８’，１４４８”）
は、それぞれ、対応するアクセス・ポイントを囲む円として図示されている。
【００９２】
　具体例の通信システム１４００は、様々な実施形態の説明のための基礎として引き続き
使用される。代わりの実施形態は、様々なネットワーク・トポロジーを含み、そこではノ
ード（ネットワーク・ノード、アクセス・ポイント、アクセス端末、同様に様々な制御ノ
ード、サポート・ノード、及びサーバ・ノードを含む）の数とタイプ、リンクの数とタイ
プ、及び様々なノード間の相互接続性は、具体例の通信システム１４００のそれとは異な
ることがある。
【００９３】
　様々な実施形態において、図１４に図示された機能エンティティのあるものは、省略さ
れる又は組み合されることができる。ネットワークにおけるこれらの機能エンティティの
位置又は配置は、発明によって同様に変化することがある。
【００９４】
　図１５は、開示された実施形態にしたがって与えられる具体例のアクセス端末１５００
（例えば、無線端末）の詳細な図説を提供する。具体例のアクセス端末１５００は、上記
の図において図示されたアクセス端末１４４４，１４４６，１４４４’，１４４６’，１
４４４”，１４４６”のいずれかとして使用されることができる装置の詳細な表示である
。アクセス端末１５００は、バス１５０６により接続されたプロセッサ１５０４、無線通
信インターフェース・モジュール１５３０、ユーザ入力／出力インターフェース１５４０
及びメモリ１５１０を含む。したがって、バス１５０６を経由してアクセス端末１５００
の様々な構成要素は、情報、信号及びデータを交換することが可能である。アクセス端末
１５００の構成要素１５０４，１５０６，１５１０，１５３０，１５４０は、ハウジング
の内部に設置される。
【００９５】
　無線通信インターフェース・モジュール１５３０は、アクセス端末１５００の内部構成
要素が外部デバイス及びネットワーク・ノード（例えば、アクセス・ポイント）へ／から
信号をそれにより送りそして受け取ることができる機構を提供する。無線通信インターフ
ェース・モジュール１５３０は、例えば、アクセス端末１５００を（例えば、無線通信チ
ャネルを経由して）別のネットワーク・ノードに接続するために使用される、対応する受
信アンテナ１５３６を有する受信機モジュール１５３２、及び対応する送信アンテナ１５
３８を有する送信機モジュール１５３４を含む。
【００９６】
　具体例のアクセス端末１５００は、ユーザ入力デバイス１５４２（例えば、キーパッド
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）及びユーザ出力デバイス１５４４（例えば、ディスプレイ）を同様に含み、それらはユ
ーザ入力／出力インターフェース１５４０を経由してバス１５０６に接続される。そのよ
うに、ユーザ入力／出力デバイス１５４２，１５４４は、ユーザ入力／出力インターフェ
ース１５４０とバス１５０６を介してアクセス端末１５００の他の構成要素と情報、信号
及びデータを交換することができる。ユーザ入力／出力インターフェース１５４０及び関
係するデバイス１５４２，１５４４は、ユーザが様々なタスクを達成するためにそれによ
り動作することが可能な機構を提供する。特に、ユーザ入力デバイス１５４２とユーザ出
力デバイス１５４４は、ユーザがアクセス端末１５００及びそのアクセス端末１５００の
メモリ１５１０において実行するアプリケーション（例えば、モジュール、プログラム、
ルーチン及び／又は機能）を制御することを可能にする機能を提供する。
【００９７】
　メモリ１５１０中に含まれる様々なモジュール（例えば、ルーチン）の制御の下でプロ
セッサ１５０４は、アクセス端末１５００の動作を制御して、様々なシグナリングと処理
を実行する。メモリ１５１０中に含まれるモジュールは、スタートアップ時に又は他のモ
ジュールによる呼び出しに応じて実行される。モジュールは、実行されるときにデータ、
情報、及び信号を交換することができる。モジュールは、しかも実行されたときにデータ
及び情報を共有することができる。アクセス端末１５００のメモリ１５１０は、制御シグ
ナリング・モジュール１５１２、アプリケーション・モジュール１５１４、及びトラフィ
ック制御モジュール１５５０を含み、トラフィック制御モジュール１５５０はさらに設定
情報１５５１及び様々な追加モジュール１５５２，１５５３，１５５４，１５５５，１５
５６，１５５７，１５５８と１５５９を含む。
【００９８】
　アプリケーション・モジュール１５１４は、アクセス端末１５００によってサポートさ
れる１又はそれより多くのアプリケーションに関係する処理及び通信を制御する。ある複
数の実施形態では、アプリケーション・モジュール１５１４処理は、ユーザ入力／出力イ
ンターフェース１５４０を介した情報の入力／出力、アプリケーションに関係する情報の
操作、及び／又はアプリケーションに関係する信号（例えば、メッセージ）を受け取るこ
と又は送ること、に関連する複数のタスクを含む。ある複数の実施形態では、－アプリケ
ーション・モジュール１５１４は、そのアプリケーション・モジュール１５１４によって
サポートされる１又はそれより多くのアプリケーションの動作に関連する状態情報（例え
ば、パラメータ、ステータス及び／又はその他の情報）を含む。特に、アプリケーション
・モジュール１５１４は、設定情報（例えば、ユーザ識別情報）及び／又はパラメータ設
定、及び動作情報（例えば、現在の処理状態、保留中の応答のステータス、等に関する情
報）を含むことができる。アプリケーション・モジュール１５１４によってサポートされ
るアプリケーションは、例えば、ＩＰを介した音声（ＶｏＩＰ）、ウェブ・ブラウジング
、オーディオ／ビデオのストリーミング、即時メッセージ通信、ファイル共用、ゲーム、
等を含む。
【００９９】
　制御シグナリング・モジュール１５１２は、例えば、トラフィック制御モジュール１５
５０、同様に設定情報１５５１及びその中に含まれる様々な追加モジュール１５５２，１
５５３，１５５４，１５５５，１５５６，１５５７，１５５８と１５５９を含む、アクセ
ス端末１５００の様々な態様の動作及び／又は設定を制御するための信号（例えば、メッ
セージ）を受け取ること及び送ることに関連する処理を制御する。ある複数の実施形態で
は、制御シグナリング・モジュール１５１２は、アクセス端末１５００の動作に関連する
状態情報（例えば、パラメータ、ステータス及び／又はその他の情報）、及び／又は制御
シグナリング・モジュール１５１２によってサポートされる１又はそれより多くのシグナ
リング・プロトコルを含む。特に、制御シグナリング・モジュール１５１２は、設定情報
（例えば、アクセス端末識別情報及び／又はパラメータ設定）及び動作情報（例えば、現
在の処理状態、保留中のメッセージ・トランザクションのステータス、等に関する情報）
を含むことができる。
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【０１００】
　トラフィック制御モジュール１５５０は、無線通信インターフェース・モジュール１５
３０を経由してデータ情報（例えば、メッセージ、パケット、及び／又はフレーム）を受
け取ること及び送ることに関連する処理を制御する。具体例のトラフィック制御モジュー
ルは、設定情報１５５１、同様に様々な追加モジュール１５５２，１５５３，１５５４，
１５５５，１５５６，１５５７，１５５８と１５５９を含み、追加モジュールはパケット
に対するサービスの品質及び／又は、例えば、パケットのシーケンスに関係するトラフィ
ック・フローの様々な態様を制御する。ある複数の実施形態では、トラフィック制御モジ
ュール１５５０は、アクセス端末１５００、トラフィック制御モジュール１５５０、及び
／又は１又はそれより多くのその中に含まれる様々な追加モジュール１５５２，１５５３
，１５５４，１５５５，１５５６，１５５７，１５５８と１５５９の動作に関連する状態
情報（例えば、パラメータ、ステータス及び／又はその他の情報）を含む。設定情報１５
５１、例えば、パラメータ設定、は、トラフィック制御モジュール１５５０及び／又はそ
の中に含まれる様々な追加モジュール１５５２，１５５３，１５５４，１５５５，１５５
６，１５５７，１５５８と１５５９の動作を決定し、影響を及ぼし、そして／又は規定す
る。様々な追加モジュールは、ある複数の実施形態では、トラフィック制御の特定の態様
をサポートするために必要とされるような特定の機能及び動作を実行するために含まれる
。様々な実施形態において、複数のモジュールは、トラフィック制御の機能的な必要条件
に応じて必要とされるように省略される及び／又は組み合わせられることができる。具体
例のトラフィック制御モジュール１５５０に含まれる各追加モジュールの簡単な説明は、
下記の通りである。
【０１０１】
　承認制御モジュール１５５２は、リソースの利用／利用可能性に関連する情報を維持管
理し、そして十分なリソースが特定のトラフィック・フローのサービスの品質要求をサポ
ートするために利用可能であるかどうかを判断する。アップリンク・スケジューラ・モジ
ュール１５５３は、送信スケジューリング（例えば、順番及び／又はタイミング）と送信
リソース（例えば、情報コーディング・レート）送信時間スロットの割り当てに関連する
処理、及び／又は（例えば、アクセス端末１５００からアクセス・ポイントへ）無線イン
ターフェース・モジュール１５３０を経由して送られようとしているデータ情報（例えば
、メッセージ、パケット、及び／又はフレーム）に対する送信出力、を制御する。
【０１０２】
　アップリンクＰＨＹ／ＭＡＣモジュール１５５４は、（例えば、アクセス端末１５０２
からアクセス・ポイントへ）無線通信インターフェース・モジュール１５３０を経由して
データ情報（例えば、メッセージ、パケット、及び／又はフレーム）を送ることに関連す
る物理（ＰＨＹ）レイヤとメディア・アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤ処理を制御する。ア
ップリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１５５５は、（例えば、アクセス端末１５００か
らアクセス・ポイントへ）無線通信インターフェース・モジュール１５３０を経由してデ
ータ情報（例えば、メッセージ、パケット、及び／又はフレーム）を送ることに関連する
論理リンク制御（ＬＬＣ）レイヤ処理を制御する。
【０１０３】
　アップリンク待ち行列管理モジュール１５５６は、（例えば、アクセス端末１５００か
らアクセス・ポイントへ）無線通信インターフェース・モジュール１５３０を経由して送
られようとしているデータ情報（例えば、メッセージ、パケット、及び／又はフレーム）
の記憶に関連する情報を維持管理し、そして処理を制御する。アップリンク分類モジュー
ル１５５７は、（例えば、アクセス端末１５００からアクセス・ポイントへ）無線通信イ
ンターフェース・モジュール１５３０を経由して送られる前に特定のトラフィック・フロ
ーに属しているとして、データ情報、例えば、メッセージ、パケット、及び／又はフレー
ム、の識別に関連する処理を制御する。
【０１０４】
　ダウンリンクＰＨＹ／ＭＡＣモジュール１５５８は、（例えば、アクセス・ポイントか
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らアクセス端末１５００へ）無線通信インターフェース・モジュール１５３０を経由して
データ情報（例えば、パケット及び／又はフレーム）を受け取ることに関連するＰＨＹレ
イヤとＭＡＣレイヤ処理を制御する。ダウンリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１５５９
は、（例えば、アクセス・ポイントからアクセス端末１５００へ）無線通信インターフェ
ース・モジュール１５３０を経由してデータ情報（例えば、パケット及び／又はフレーム
）を受け取ることに関連するＬＬＣレイヤ処理を制御する。
【０１０５】
　図１６は、様々な実施形態にしたがって与えられる具体例のアクセス・ポイント１６０
０の詳細な図説を提供する。具体例のアクセス・ポイント１６００は、上記の図において
図示されたアクセス・ポイント１４４０，１４４０’，１４４０”のうちのいずれか１つ
として使用されることができる装置の詳細な表示である。アクセス・ポイント１６００は
、バス１６０６により接続されたプロセッサ１６０４、メモリ１６１０、ネットワーク／
ネットワーク間インターフェース・モジュール１６２０、及び無線通信インターフェース
・モジュール１６３０、を含む。したがって、バス１６０６を経由してアクセス・ポイン
ト１６００の様々な構成要素は、情報、信号及びデータを交換することが可能である。ア
クセス・ポイント１６００の構成要素１６０４，１６０６，１６１０，１６２０，１６３
０は、ハウジング１６０２の内部に設置される。
【０１０６】
　ネットワーク／ネットワーク間インターフェース・モジュール１６２０は、アクセス・
ポイント１６００の内部構成要素が外部デバイス及びネットワーク・ノードへ／から信号
をそれにより送ること又は受け取ることができる機構を提供する。ネットワーク／ネット
ワーク間インターフェース・モジュール１６２０は、ノード１６００を別のネットワーク
・ノードに（例えば、銅配線又は光ファイバ・リンクにより）接続するために使用される
、受信機モジュール１６２２及び送信機モジュール１６２４を含む。無線通信インターフ
ェース・モジュール１６３０は、アクセス・ポイント１６００の内部構成要素が外部デバ
イス及びネットワーク・ノード（例えば、アクセス端末）へ／から信号をそれにより送る
こと又は受け取ることができる機構を同様に提供する。無線通信インターフェース・モジ
ュール１６３０は、例えば、対応する受信アンテナ１６３６を有する受信機モジュール１
６３２、及び対応する送信アンテナ１６３８を有する送信機モジュール１６３４を含む。
無線通信インターフェース・モジュール１６３０は、（例えば、無線通信チャネルを経由
して）アクセス・ポイント１６００を別のネットワーク・ノードに接続するために使用さ
れる。
【０１０７】
　メモリ１６１０中に含まれる様々なモジュール（例えば、ルーチン）の制御の下でプロ
セッサ１６０４は、様々なシグナリングと処理を実行するためにアクセス・ポイント１６
００の動作を制御する。メモリ１６１０中に含まれるモジュールは、スタートアップ時に
又は他のモジュールによる呼び出しに応じて実行される。モジュールは、実行されるとき
にデータ、情報、及び信号を交換することができる。モジュールは、しかも実行されたと
きにデータ及び情報を共有することができる。アクセス・ポイント１６００のメモリ１６
１０は、制御シグナリング・モジュール１６１２及びトラフィック制御モジュール１６５
０を含み、それはさらに設定情報１６５１及び様々な追加モジュール１６５２，１６５３
，１６５４，１６５５，１６５６，１６５７，１６５８，１６５９，１６６０，１６６１
，１１６２と１１６３を含む。
【０１０８】
　制御シグナリング・モジュール１６１２は、例えば、トラフィック制御モジュール１６
５０、同様に設定情報１６５１及びその中に含まれる様々な追加モジュール１６５２，１
６５３，１６５４，１６５５，１６５６，１６５７，１６５８，１６５９，１６６０，１
６６１，１６６２と１６６３を含む、アクセス・ポイント１６００の様々な態様の動作及
び／又は設定を制御するための信号（例えば、メッセージ）を受け取ること及び送ること
に関連する処理を制御する。ある複数の実施形態では、制御シグナリング・モジュール１
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６１２は、アクセス・ポイント１６００の動作に関連する状態情報（例えば、パラメータ
、ステータス及び／又はその他の情報）、及び／又は制御シグナリング・モジュール１６
１２によってサポートされる１又はそれより多くのシグナリング・プロトコルを含む。特
に、制御シグナリング・モジュール１６１２は、設定情報（例えば、アクセス・ポイント
識別情報）及び／又はパラメータ設定、及び動作情報（例えば、現在の処理状態に関する
情報）、保留中のメッセージ・トランザクションのステータス、等を含むことができる。
【０１０９】
　トラフィック制御モジュール１６５０は、無線通信インターフェース・モジュール１６
３０を経由してデータ情報（例えば、メッセージ、パケット、及び／又はフレーム）を受
け取ること及び送ることに関連する処理を制御する。具体例のトラフィック制御モジュー
ルは、設定情報１６５１、同様に様々な追加モジュール１６５２，１６５３，１６５４，
１６５５，１６５６，１６５７，１６５８，１６５９，１６６０，１６６１，１６６２と
１６６３を含み、追加モジュールはパケットに対するサービスの品質及び／又はトラフィ
ック・フロー（例えば、パケットに関連するシーケンス）の様々な態様を制御する。ある
複数の実施形態では、トラフィック制御モジュール１６５０は、アクセス・ポイント１６
００、トラフィック制御モジュール１６５０、及び／若しくは１又はそれより多くのその
中に含まれる様々な追加モジュール１６５２，１６５３，１６５４，１６５５，１６５６
，１６５７，１６５８，１６５９，１６６０，１６６１，１６６２と１６６３の動作に関
連する状態情報（例えば、パラメータ、ステータス及び／又はその他の情報）を含む。設
定情報１６５１（例えば、パラメータ設定）は、トラフィック制御モジュール１６５０及
び／又はその中に含まれる様々な追加モジュール１６５２，１６５３，１６５４，１６５
５，１６５６，１６５７，１６５８，１６５９，１６６０，１６６１，１６６２と１６６
３の動作を決定し、影響を及ぼし、そして／又は規定する。様々な追加モジュールは、あ
る複数の実施形態では、トラフィック制御の特定の態様をサポートするために必要とされ
るような特定の機能及び動作を実行するために含まれる。本発明の様々な実施形態におい
て、複数のモジュールは、トラフィック制御の機能的な必要条件に応じて必要とされるよ
うに省略される及び／又は組み合わせられることができる。具体例のトラフィック制御モ
ジュール１６５０に含まれる各追加モジュールの簡単な説明は、下記の通りである。
【０１１０】
　承認制御モジュール１６５２は、リソースの利用／利用可能性に関連する情報を維持管
理し、そして十分なリソースが特定のトラフィック・フローのサービス要求の品質をサポ
ートするために利用可能であるかどうかを判断する。承認制御モジュール１６５２は、リ
ソースの利用／利用可能性に関連する情報を維持管理し、そして十分なリソースが特定の
トラフィック・フローのサービス要求の品質をサポートするために利用可能であるかどう
かを判断する。承認制御モジュール１６５２により維持管理されるリソース利用可能性情
報は、例えば、パケット及び／又はフレーム待ち行列能力、スケジューリング能力を、同
様に１又はそれより多くのトラフィック・フローをサポートするために必要とされる処理
能力とメモリ容量を含む。
【０１１１】
　アップリンク・スケジューラ・モジュール１６５３は、送信スケジューリング（例えば
、順番及び／又はタイミング）に関連する処理、そして１又はそれより多くのアクセス端
末からアクセス・ポイントへ無線インターフェース・モジュール１６３０を経由して送ら
れようとしているデータ情報（例えば、メッセージ、パケット、及び／又はフレーム）に
対する送信リソース（例えば、情報コーディング・レート、送信時間スロット、及び／又
は送信出力）の割り当て、を制御する。
【０１１２】
　ダウンリンク・スケジューラ・モジュール１６５４は、送信スケジューリング（例えば
、順番及び／又はタイミング）に関連する処理、そしてアクセス・ポイント１６００から
１又はそれより多くのアクセス端末へ無線インターフェース・モジュール１６３０を経由
して送られようとしているデータ情報（例えば、メッセージ、パケット、及び／又はフレ
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ーム）に対する送信リソース（例えば、情報コーディング・レート、送信時間スロット、
及び／又は送信出力）の割り当て、を制御する。アップリンク・トラフィック・コンディ
ショナ・モジュール１６５５は、データ情報（例えば、メッセージ）に対するトラフィッ
ク調整（例えば、メータリング、マーキング、ポリシイング、等）に関連する処理を制御
する。
【０１１３】
　アップリンク分類モジュール１６５６は、アップリンク・トラフィック・コンディショ
ナ・モジュール１６５５により処理される前に特定のトラフィック・フローに属している
として、例えば、アクセス端末からアクセス・ポイント１６００へ、無線インターフェー
ス・モジュール１６３０を経由して受け取られるデータ情報（例えば、メッセージ、パケ
ット、及び／又はフレーム）の識別に関連する処理を制御する。
【０１１４】
　アップリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１６５７は、例えば、アクセス端末からアク
セス・ポイント１６００へ、無線通信インターフェース・モジュール１６３０を経由して
データ情報（例えば、パケット及び／又はフレーム）を受け取ることに関連するＬＬＣレ
イヤ処理を制御する。アップリンクＰＨＹ／ＭＡＣモジュール１６５８は、（例えば、ア
クセス端末からアクセス・ポイント１６００へ）無線通信インターフェース・モジュール
１６３０を経由してデータ情報（例えば、パケット及び／又はフレーム）を受け取ること
に関連するＰＨＹレイヤとＭＡＣレイヤ処理を制御する。
【０１１５】
　ダウンリンク分類モジュール１６５９は、例えば、アクセス・ポイント１６００からア
クセス端末へ、無線通信インターフェース・モジュール１６３０を経由して送られる前に
特定のトラフィック・フローに属しているとして、データ情報（例えば、メッセージ、パ
ケット、及び／又はフレーム）の識別に関連する処理を制御する。ダウンリンク・トラフ
ィック・コンディショナ・モジュール１６６０は、（例えば、アクセス・ポイント１６０
２からアクセス・ポイントへ）無線インターフェース・モジュール１６３０を経由して送
られようとしているデータ情報（例えば、メッセージ、パケット、及び／又はフレーム）
に対するトラフィック調整（例えば、メータリング、マーキング、ポリシイング、等）に
関連する処理を制御する。
【０１１６】
　ダウンリンク待ち行列管理モジュール１６６１は、（例えば、アクセス・ポイント１６
００からアクセス端末へ）無線通信インターフェース・モジュール１６３０を経由して送
られようとしているデータ情報（例えば、メッセージ、パケット、及び／又はフレーム）
の記憶に関連する情報を維持管理し、そして処理を制御する。
【０１１７】
　ダウンリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１６６２は、（例えば、アクセス・ポイント
１６０２からアクセス端末へ）無線通信インターフェース・モジュール１６３０を経由し
てデータ情報（例えば、メッセージ、パケット及び／又はフレーム）を送ることに関連す
るＬＬＣレイヤ処理を制御する。
【０１１８】
　ダウンリンクＰＨＹ／ＭＡＣモジュール１６６３は、（例えば、アクセス・ポイント１
６００からアクセス端末へ）無線通信インターフェース・モジュール１６３０を経由して
、データ情報（例えば、メッセージ、パケット及び／又はフレーム）を送ることに関連す
るＰＨＹレイヤとＭＡＣレイヤ処理を制御する。
【０１１９】
　本明細書中に記述された複数の実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウ
ェア、ミドルウェア、マイクロコード、又はこれらの任意の組み合わせにより実行される
ことができることが理解されるはずである。本システム及び／又は方法が、ソフトウェア
、ファームウェア、ミドルウェア、又はマイクロコードにおいて実行されるとき、それら
は、記憶コンポーネントのような、機械読み取り可能な媒体中に記憶されることができる
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。コード・セグメントは、手順、機能、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブル
ーチン、モジュール、ソフトウェア・パッケージ、クラス、又は命令、データ構造、又は
プログラム・ステートメントの任意の組み合わせ、を表すことができる。コード・セグメ
ントは、情報、データ、主張（argument）、パラメータ、又はメモリ・コンテントを渡す
こと及び／又は受け取ることにより別のコード・セグメント又はハードウェア回路に接続
されることができる。情報、主張、パラメータ、データ、等は、他のものの中でメモリ分
割方式、メッセージ通過方式（passing）、トークン通過方式、ネットワー伝送、等を含
む適当な手段を使用して渡されるか、転送されるか、又は伝送されることができる。
【０１２０】
　ソフトウェア・インプリメンテーションに関して、本明細書で説明された技術は、本明
細書中に説明された機能を実行するモジュール（例えば、手順、機能、及びその他）を用
いて実行されることができる。ソフトウェア・コードは、メモリ・ユニット中に記憶され
ることができ、そしてプロセッサによって実行されることができる。メモリ・ユニットは
、プロセッサの内部に、又はプロセッサの外部に与えられることができる。外部の場合に
は、この分野において公知の種々の手段を介してプロセッサに通信的に接続されることが
可能である。
【０１２１】
　上に説明されてきたものは、１又はそれより多くの実施形態の複数の例を含む。当然の
ことながら、上記の実施形態を説明する目的のために全ての考え得るコンポーネント又は
方法の組み合わせを記述することは不可能であるが、様々な実施形態の複数のさらなる組
み合わせ及び置き換えが可能であることを、当業者は認識することができる。したがって
、記載された実施形態は、添付された特許請求の範囲の精神及びスコープの範囲内になる
全てのそのような代替物、変更及び変形を包含するように意図されている。その上、用語
 “含む（include）”が詳細な説明又は特許請求の範囲において使用される限りは、“具
備する（comprising）”が特許請求の範囲においてつなぎの用語として利用されるときに
解釈されるように、そのような用語は、用語“具備する”と同様にある意味では包括的で
あるように意図されている。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　移動性管理のための方法であって、
　ターゲット・アクセス・ルータへのハンドオフ要請に応答して隣接ルータ認識失敗を受
信すること；
　前記ターゲット・アクセス・ルータとＣＣＰリンクを開設すること；及び
　現在のアクセス・ルータと前記ターゲット・アクセス・ルータとの間で新たな隣接ルー
タ・アラート（alert）を開始すること、
を具備する方法。
［Ｃ２］
　前記現在のアクセス・ルータを経由して前記ターゲット・アクセス・ルータと通信する
こと；
　前記ターゲット・アクセス・ルータへの直接リンクを検出すること；及び
　前記現在のアクセス・ルータへのリンクを切断すること、
をさらに具備する、Ｃ１の方法。
［Ｃ３］
　ＣＣＰリンクを開設することは、
　目的の基地局からＣＣＰ申込み（challenge）を受信すること；及び
　前記ＣＣＰ申込みに応答すること、
をさらに具備する、Ｃ１の方法。
［Ｃ４］
　隣接ルータ認識失敗を受信することの前に、
　ターゲット・アクセス・ルータから信号を受信すること；
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　現在のアクセス・ルータから前記ターゲット・アクセス・ルータへのハンドオフを要請
すること；及び
　前記現在のアクセス・ルータから失敗を受信すること、
をさらに具備する、Ｃ１の方法。
［Ｃ５］
　前記ターゲット・アクセス・ルータへハンドオフ・メッセージを送ることは、アクティ
ブ状態、ホールド状態、及びオフ状態のうちの１つとして前記ハンドオフを要請すること
を具備する、Ｃ１の方法。
［Ｃ６］
　ターゲット・アクセス・ルータとＣＣＰリンクを開設することは、ソース・アドレス及
び宛先アドレスを前記ターゲット・アクセス・ルータのアドレスに設定することをさらに
具備する、Ｃ１の方法。
［Ｃ７］
　ターゲット・アクセス・ルータとＣＣＰリンクを開設することは、レイヤ２ルーティン
グ情報の機能である、Ｃ１の方法。
［Ｃ８］
　ターゲット・アクセス・ルータとＣＣＰリンクを開設することは、迅速なハンドオフ、
ハンドオフ切断の前に接続、ハンドオフ接続の前に切断のうちの１つである、Ｃ１の方法
。
［Ｃ９］
　移動性管理を容易にする装置であって、
　ハンドオフ要請のためのパケット・ヘッダを形成するプロセッサ、ここで、前記パケッ
ト・ヘッダは第１のアクセス・ルータのアドレスに対応する宛先アドレス及びソース・ア
ドレスを含む；並びに
　第２のアクセス・ルータから受信する隣接ルータ認識失敗に応じて前記第１のアクセス
・ルータへ前記形成されたパケット・ヘッダを送信する送信機、
を具備する装置。
［Ｃ１０］
　前記第１のアクセス・ルータから送信されたビーコン信号を受信する受信機；及び
　前記第１のアクセス・ルータとＣＣＰリンクを開設して前記第１のアクセス・ルータと
前記第２のアクセス・ルータとの間で隣接ルータ探査（discovery）を開始するオプティ
マイザ、
をさらに具備する、Ｃ９の装置。
［Ｃ１１］
　前記送信機は、少なくとも２つの擬似配線を通り前記第２のアクセス・ルータを経由し
て前記第１のアクセス・ルータとさらに通信する、Ｃ９の装置。
［Ｃ１２］
　前記装置に関するハンドオフ状態を特定するオプティマイザをさらに具備する、Ｃ９の
装置。
［Ｃ１３］
　２つのアクセス・ルータ間のハンドオフを容易にするための装置であって、
　第１のアクセス・ルータから信号を受信するための手段；
　前記第１のアクセス・ルータのアドレスを含んでいる第１のハンドオフ要請を送信する
ための手段；
　前記第１のアクセス・ルータと第２のアクセス・ルータとの間で隣接ルータ探査を開始
するための手段；及び
　少なくとも２つの擬似配線を経由して前記第１のアクセス・ルータと通信するための手
段、
を具備する装置。
［Ｃ１４］
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　前記装置は、ハンドオフ状態を特定するための手段をさらに具備する、Ｃ１３の装置。
［Ｃ１５］
　前記通信するための手段は、無線リンクが開設されたときに、前記第１のアクセス・ル
ータとさらに直接通信する、Ｃ１３の装置。
［Ｃ１６］
　移動性管理のためのコンピュータ実行可能な命令をその上に記憶しているコンピュータ
読取り可能な媒体であって、
　ターゲット・アクセス・ルータから送信される目標アクセス・ビーコンを認識するため
の第１の命令セット；
　前記ターゲット・アクセス・ルータへの第１のハンドオフを要請するための第２の命令
セット；
　前記第１のハンドオフ要請に対する失敗の受信で第２のハンドオフ要請を送るための第
３の命令セット；及び
　前記ターゲット・アクセス・ルータと現在のアクセス・ルータとの間で隣接ルータ探査
を開始するための第４の命令セット、
を具備する、コンピュータ読取り可能な媒体。
［Ｃ１７］
　宛先アドレス及びソース・アドレスとして前記ターゲット・アクセス・ルータのアドレ
スを含むヘッダ・パケットを前記第２のハンドオフ要請の中に含ませるための第５の命令
セット、
をさらに具備する、Ｃ１６のコンピュータ読取り可能な媒体。
［Ｃ１８］
　無線端末のハンドオフ状態を第２のハンドオフ・メッセージに追加するための第６の命
令セット、をさらに具備し、ここで、前記ハンドオフ状態は、アクティブ状態、ホールド
状態、及びオフ状態のうちの１つである、
Ｃ１６のコンピュータ読取り可能な媒体。
［Ｃ１９］
　移動性管理のためのコンピュータ実行可能な命令を実行するプロセッサであって、前記
命令は、
　隣接ルータ認識失敗にハンドオフ要請で応答すること；
　第１のアクセス・ルータと第２のアクセス・ルータとの間で隣接ルータ探査を、前記ハ
ンドオフ要請によって部分的に開始すること、
を具備する命令である、プロセッサ。
［Ｃ２０］
　前記命令は、直接無線リンク通信が前記第２のアクセス・ルータに利用可能であるとき
、前記第１のアクセス・ルータとのリンクを切断することを具備する、Ｃ１９のプロセッ
サ。
［Ｃ２１］
　移動性管理のための方法であって、
　新たな隣接ルータ探査創始（create）メッセージを受信すること；
　前記新たな隣接ルータ創始メッセージへの回答で受領通知を送ること；及び
　新たな隣接ルータ・アラート要請に応じてターゲット・アクセス・ルータと第１のＬ２
ＴＰ接続及び第２のＬ２ＴＰ接続を設定すること、
を具備する方法。
［Ｃ２２］
　新たな隣接ルータ探査創始メッセージを受信することの前に、新たな隣接ルータ・アラ
ートを受信することをさらに具備する、Ｃ２１の方法。
［Ｃ２３］
　新たな隣接ルータ創始メッセージ（a new neighbor create message）を受信すること
の前に、
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　無線端末からハンドオフのための要請を第１の基地局において受信すること；
　前記ハンドオフ要請に応答して失敗メッセージを送ること、
をさらに具備する、Ｃ２１の方法。
［Ｃ２４］
　新たな隣接ルータ探査創始メッセージ（a new neighbor discovery create message）
を受信することは、目的の基地局のルーティングを現在の基地局へとロードすることを具
備する、Ｃ２１の方法。
［Ｃ２５］
　受領通知を送ることは、現在の基地局のレイヤ２ルーティング情報で応答することを具
備する、Ｃ２１の方法。
［Ｃ２６］
　前記第１のＬ２ＴＰ接続は、少なくとも１つのＬＬＣフレームのためであり、そして前
記第２のＬ２ＴＰ接続は、少なくとも１つのＩＰ通信のためである、Ｃ２１の方法。
［Ｃ２７］
　無線端末のハンドオフを容易にする装置であって、
　隣接するアクセス・ルータに関連する情報を記憶するメモリ；
　無線端末からハンドオフ要請を受信する受信機；及び
　前記記憶された情報を検索し、そして前記ハンドオフ要請に応答するプロセッサ、を具
備する装置。
［Ｃ２８］
　前記ハンドオフ要請がメモリ中に記憶されていないアクセス・ルータを含む場合に、隣
接ルータ認識失敗を送信する送信機をさらに具備する、Ｃ２７の装置。
［Ｃ２９］
　前記プロセッサは、前記無線端末と前記ハンドオフ要請に含まれるアクセス・ルータと
の間の通信を容易にするために少なくとも２つの擬似配線をさらに創出する、Ｃ２７の装
置。
［Ｃ３０］
　第１の擬似配線は、ＬＬＣフレームを含み、そして第２の擬似配線は、少なくとも１つ
のＩＰ通信のためである、Ｃ２９の装置。
［Ｃ３１］
　移動性管理を容易にする装置であって、
　インターネット・プロトコルのカプセル化されたものを作り出し、情報を送るための手
段；及び
　前記情報を送るために少なくとも２つの擬似配線を利用するための手段、
を具備する装置。
［Ｃ３２］
　無線デバイスから受信される新たな隣接ルータ・アラートに応じて隣接するアクセス・
ルータと隣接ルータ情報を交換するための手段、
をさらに具備する、Ｃ３１の装置。
［Ｃ３３］
　移動性管理のためにコンピュータ実行可能な命令をその上に記憶しているコンピュータ
読取り可能な媒体であって、
　無線端末から新たな隣接ルータ探査創始メッセージを受信するための第１の命令セット
；
　前記新たな隣接ルータ創始メッセージへの回答で受領通知を送るための第２の命令セッ
ト；
　前記新たな隣接ルータ創始メッセージに応答して隣接するアクセス・ルータと情報を交
換するための第３の命令セット；及び
　ターゲット・アクセス・ルータと第１のＬ２ＴＰ接続及び第２のＬ２ＴＰ接続を設定す
るための第４の命令セット、
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を具備する、コンピュータ読取り可能な媒体。
［Ｃ３４］
　無線リンクが前記無線端末と前記ターゲット・アクセス・ルータとの間で開設されるま
で、前記無線端末が前記ターゲット・アクセス・ルータと通信することを可能にするため
の第５の命令セット、
をさらに具備する、Ｃ３３のコンピュータ読取り可能な媒体。
［Ｃ３５］
　複数のアクセス・ルータ間のハンドオフのためのコンピュータ実行可能な命令を実行す
るプロセッサであって、前記命令は、
　インターネット・プロトコルをカプセル化したものにより第１のアクセス・ルータへ情
報を送ること；及び
　前記情報を送るために少なくとも２つの擬似配線を利用すること、
を具備する命令である、プロセッサ。
［Ｃ３６］
　前記命令は、前記第１のアクセス・ルータからの新たな隣接ルータ・アラートに応答す
ることをさらに具備し、ここで、前記応答は、ルーティング情報を含む、Ｃ３５のプロセ
ッサ。
［Ｃ３７］
　移動性管理のための方法であって、
　無線端末から新たな隣接ルータ・アラートを受信すること；
　前記新たな隣接ルータ・アラートにおいて識別されたアクセス・ルータから隣接ルータ
探査創始を要請すること；
　前記アクセス・ルータから前記要請された隣接ルータ探査創始の受領通知を受信するこ
と；及び
　前記アクセス・ルータによって開設された第１のリンクと第２のリンクとを経由して前
記無線端末と通信すること、
を具備する方法。
［Ｃ３８］
　新たな隣接ルータ・アラートを受信する前に、ＬＬＣアドレスを含んでいるビーコン信
号を送信することを具備する、Ｃ３７の方法。
［Ｃ３９］
　前記第１のリンクは、少なくとも１つのＬＬＣフレームのための第１のＬ２ＴＰ接続で
あり、そして前記第２のリンクは、少なくとも１つのＩＰ通信のための第２のＬ２ＴＰ接
続である、Ｃ３７の方法。
［Ｃ４０］
　前記無線端末と通信することは、レイヤ２ルーティング情報である、Ｃ３７の方法。
［Ｃ４１］
　隣接ルータ探査創始を要請することは、前記アクセス・ルータにルーティング情報を送
ることを具備する、Ｃ３７の方法。
［Ｃ４２］
　移動性管理を容易にする装置であって、
　アクセス端末から受信される新たな隣接ルータ・アラートに応じて隣接ルータ探査創始
を開始するように構成されたプロセッサ；
　前記隣接ルータ探査創始への応答に関連する情報を記憶するように構成されたメモリ、
を具備する装置。
［Ｃ４３］
　ＬＬＣアドレスを含んでいるビーコン信号を送信するように構成された送信機をさらに
具備する、Ｃ４２の装置。
［Ｃ４４］
　少なくとも２つの擬似配線を経由して前記アクセス端末へ情報を伝達するように構成さ
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　前記少なくとも２つの擬似配線を経由して前記アクセス端末から情報を受信するように
構成された受信機、
をさらに具備する、Ｃ４２の装置。
［Ｃ４５］
　複数のアクセス・ルータ間のハンドオフを容易にする装置であって、
　ビーコン信号を送信するための手段；
　前記ビーコン信号に応じてハンドオフ要請を受信するための手段；
　新たな隣接ルータ探査を開始するための手段；及び
　隣接するアクセス・ルータとルーティング情報を交換するための手段、
を具備する装置。
［Ｃ４６］
　少なくとも２つの擬似配線を経由して無線端末と通信するための手段；及び
　無線リンクが前記無線端末と開設されたときに、前記少なくとも２つの擬似配線を経由
する前記通信を切断するための手段、
をさらに具備する、Ｃ４５の装置。
［Ｃ４７］
　移動性管理のためのコンピュータ実行可能な命令をその上に記憶しているコンピュータ
読取り可能な媒体であって、
　新たな隣接ルータ・アラートを無線端末から受信するための第１の命令セット；
　前記新たな隣接ルータ・アラートにおいて識別されたアクセス・ルータから隣接ルータ
探査創始を要請するための第２の命令セット；
　前記要請された隣接ルータ探査創始の受領通知を前記アクセス・ルータから受信するた
めの第３の命令セット；及び
　前記アクセス・ルータによって開設された第１のリンクと第２リンクとを経由して前記
無線端末と通信するための第４の命令セット、
を具備する、コンピュータ読取り可能な媒体。
［Ｃ４８］
　前記無線端末と直接無線リンク通信を開設するための第５の命令セット；及び
　前記直接無線リンクが開設されたときに、前記第１のリンクと前記第２のリンクを切断
するための第６の命令セット
をさらに具備する、Ｃ４７のコンピュータ読取り可能な媒体。
［Ｃ４９］
　移動性管理のためのコンピュータ実行可能な命令を実行するプロセッサであって、前記
命令は、
　ビーコン信号を送信すること；
　前記ビーコン信号への応答でハンドオフ要請を受信すること；
　新たな隣接ルータ探査を開始すること；及び
　隣接するアクセス・ルータとルーティング情報を交換すること、
を具備する命令である、プロセッサ。
［Ｃ５０］
　前記命令は、
　少なくとも２つの擬似配線を経由してアクセス端末と通信すること；及び
　無線リンクが前記無線端末と開設されたときに、前記少なくとも２つの擬似配線を経由
する前記通信を切断すること、
をさらに具備する命令である、Ｃ４９のプロセッサ。
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