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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信の方法であって、
　　ユーザ端末（ＵＴ）と第１の通信ネットワークとの間でリンクを確立することと、
　　第２の通信ネットワークに対応する、少なくとも１つの識別子を検出することと、こ
こで、前記第２の通信ネットワークは、前記第１の通信ネットワークとは異なるアクセス
タイプを有し、前記第２の通信ネットワークに関するアクセスパラメータが提供されるこ
とに応じて前記ＵＴにアクセス可能であり、前記少なくとも１つの識別子は、前記第２の
通信ネットワークの媒体アクセスコントロール（ＭＡＣ）アドレスを備える、
　　前記ＵＴと前記第１の通信ネットワークとの間で確立された信頼に基づいて、前記第
２の通信ネットワークにおける前記ＵＴの識別を確認することと、ここで、前記確認は、
前記第２の通信ネットワークに関する前記アクセスパラメータのためのセキュリティとし
て利用される、
　　前記第２の通信ネットワークに関し、前記第１の通信ネットワークを介して、前記第
２の通信ネットワークの前記異なるアクセスタイプに対応するアクセスパラメータを、パ
ラメータサーバからダウンロードすることであって、前記ＭＡＣアドレスを前記アクセス
パラメータと相互参照するためのデータベースにアクセスすることにより、前記検出され
た少なくとも１つの識別子に基づいて、ダウンロードすることと、
　　前記ダウンロードされたアクセスパラメータを使用して、前記ＵＴと前記第２の通信
ネットワークとの間でリンクを確立することと、
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　を備え、
　前記ＵＴの識別を確認することは、前記第１の通信ネットワークに関連付けられる移動
体電話番号を、前記アクセスパラメータを要求する前記ＵＴの付加的な検証として利用す
ることを含む、
　方法。
【請求項２】
　前記第２の通信ネットワークに関する前記アクセスパラメータが、セキュリティキーと
、サービスセット識別子（ＳＳＩＤ）、トラヒックチャネル割り当て、有線同等プライバ
シー（ＷＥＰ）設定データ、あるいは送信電力、受信電力、転送速度、サービス品質（Ｑ
ｏＳ）設定、または動作モードを含む最適化パラメータのうちの少なくとも１つを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＵＴと前記第１の通信ネットワークとの間で前記リンクを確立することが、イーサ
ネット（登録商標）、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１５、ブルートゥース（
登録商標）、ＷｉＭａｘ（登録商標）、または携帯電話ネットワークのうちの少なくとも
１つを含む第１の通信ネットワークへのリンクを確立することを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項４】
　前記ＵＴと前記第２の通信ネットワークとの間で前記リンクを確立することが、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１、ブルートゥース、ＷｉＭａｘ、ＩＥＥＥ８０２．１５、または携帯電話
ネットワークのうちの少なくとも１つを含む第２の通信ネットワークへのリンクを確立す
ることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　通信のための装置であって、
　　ユーザ端末（ＵＴ）と第１の通信ネットワークとの間でリンクを確立するための手段
と、
　　第２の通信ネットワークに対応する、少なくとも１つの識別子を検出するための手段
と、ここで、前記第２の通信ネットワークは、前記第１の通信ネットワークとは異なるア
クセスタイプを有し、前記第２の通信ネットワークに関するアクセスパラメータが提供さ
れることに応じて前記ＵＴにアクセス可能であり、前記少なくとも１つの識別子は、前記
第２の通信ネットワークの媒体アクセスコントロール（ＭＡＣ）アドレスを備える、
　　前記ＵＴと前記第１の通信ネットワークとの間で確立された信頼に基づいて、前記第
２の通信ネットワークにおける前記ＵＴの識別を確認するための手段と、ここで、前記確
認は、前記第２の通信ネットワークに関する前記アクセスパラメータのためのセキュリテ
ィとして利用される、
　　前記第２の通信ネットワークに関し、前記第１の通信ネットワークを介して、前記第
２の通信ネットワークの前記異なるアクセスタイプに対応するアクセスパラメータを、パ
ラメータサーバからダウンロードするための手段であって、前記ＭＡＣアドレスを前記ア
クセスパラメータと相互参照するためのデータベースにアクセスすることにより、前記検
出された少なくとも１つの識別子に基づいて、ダウンロードするための手段と、
　　前記ダウンロードされたアクセスパラメータを使用して、前記ＵＴと前記第２の通信
ネットワークとの間でリンクを確立するための手段と、
　を備え、
　前記ＵＴの識別は、少なくとも、前記第１の通信ネットワークに関連付けられる移動体
電話番号を、前記アクセスパラメータを要求する前記ＵＴの付加的な検証として利用する
ことによって、確認される、装置。
【請求項６】
　前記第２の通信ネットワークに関する前記アクセスパラメータが、セキュリティキー、
サービスセット識別子（ＳＳＩＤ）、トラヒックチャネル割り当て、有線同等プライバシ
ー（ＷＥＰ）設定データ、あるいは送信電力、受信電力、転送速度、サービス品質（Ｑｏ
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Ｓ）設定、または動作モードを含む最適化パラメータのうちの少なくとも１つを含む、請
求項５に記載の装置。
【請求項７】
　イーサネット、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１５、ブルートゥース、Ｗｉ
Ｍａｘ、または携帯電話ネットワークのうちの少なくとも１つを含む第１の通信ネットワ
ークへのリンクを確立するための手段をさらに備える、請求項５に記載の装置。
【請求項８】
　ＩＥＥＥ８０２．１１、ブルートゥース、ＷｉＭａｘ、ＩＥＥＥ８０２．１５、または
携帯電話ネットワークのうちの少なくとも１つを含む第２の通信ネットワークへのリンク
を確立するための手段をさらに備える、請求項５に記載の装置。
【請求項９】
　通信のためのマルチモードユーザ端末（ＵＴ）であって、
　　ユーザ端末（ＵＴ）と第１の通信ネットワークとの間でリンクを確立するように構成
された第１のサブシステムと、
　　第２の通信ネットワークに対応する、少なくとも１つの識別子を検出するように構成
された第２のサブシステムと、ここで、前記第２の通信ネットワークは、前記第１の通信
ネットワークとは異なるアクセスタイプを有し、前記第２の通信ネットワークに関するア
クセスパラメータが提供されることに応じて前記ＵＴにアクセス可能であり、前記少なく
とも１つの識別子は、前記第２の通信ネットワークの媒体アクセスコントロール（ＭＡＣ
）アドレスを備える、
　　前記第１の通信ネットワークに接続されたネットワークアクセスパラメータを供給す
るためのインタフェースを有するパラメータサーバと
　を備え、
　　　前記第１のサブシステムはさらに、前記ＵＴと前記第１の通信ネットワークとの間
で確立された信頼に基づいて、前記第２の通信ネットワークにおける前記ＵＴの識別を確
認することと、ここで、前記確認は、前記第２の通信ネットワークに関する前記アクセス
パラメータのためのセキュリティとして利用される、前記第２の通信ネットワークに関し
、前記第１の通信ネットワークを介して、前記第２の通信ネットワークの前記異なるアク
セスタイプに対応するアクセスパラメータを、前記パラメータサーバからダウンロードす
ることであって、前記ＭＡＣアドレスを前記アクセスパラメータと相互参照するためのデ
ータベースにアクセスすることにより、前記検出された少なくとも１つの識別子に基づい
て、ダウンロードすることと、を行うように構成され、
　前記第２のサブシステムはさらに、前記ダウンロードされたアクセスパラメータを使用
して、前記ＵＴと前記第２の通信ネットワークとの間でリンクを確立するように構成され
、
　前記ＵＴの識別を確認することは、前記第１の通信ネットワークに関連付けられる移動
体電話番号を、前記アクセスパラメータを要求する前記ＵＴの付加的な検証として利用す
ることを含む、マルチモードユーザ端末（ＵＴ）。
【請求項１０】
　前記第２の通信ネットワークに関する前記アクセスパラメータは、セキュリティキー、
サービスセット識別子（ＳＳＩＤ）、トラヒックチャネル割り当て、有線同等プライバシ
ー（ＷＥＰ）設定データ、あるいは送信電力、受信電力、転送速度、サービス品質（Ｑｏ
Ｓ）設定、または動作モードを含む最適化パラメータのうちの少なくとも１つを含む、請
求項９に記載のユーザ端末。
【請求項１１】
　前記第１のサブシステムは、イーサネット、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．
１５、ブルートゥース、ＷｉＭａｘ、または携帯電話ネットワークのうちの少なくとも１
つを含む第１の通信ネットワークへのリンクを確立する、請求項９に記載のユーザ端末。
【請求項１２】
　前記第２のサブシステムは、ＩＥＥＥ８０２．１１、ブルートゥース、ＷｉＭａｘ、Ｉ
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ＥＥＥ８０２．１５、または携帯電話ネットワークのうちの少なくとも１つを含む第２の
通信ネットワークへのリンクを確立する、請求項９に記載のユーザ端末。
【請求項１３】
　コンピュータプログラムを記憶したコンピュータ読取可能な媒体であって、前記コンピ
ュータプログラムの実行は、
　　ユーザ端末（ＵＴ）と第１の通信ネットワークとの間でリンクを確立することと、
　　第２の通信ネットワークに対応する、少なくとも１つの識別子を検出することと、こ
こで、前記第２の通信ネットワークは、前記第１の通信ネットワークとは異なるアクセス
タイプを有し、前記第２の通信ネットワークに関するアクセスパラメータが提供されるこ
とに応じて前記ＵＴにアクセス可能であり、前記少なくとも１つの識別子は、前記第２の
通信ネットワークの媒体アクセスコントロール（ＭＡＣ）アドレスを備える、
　　前記ＵＴと前記第１の通信ネットワークとの間で確立された信頼に基づいて、前記第
２の通信ネットワークにおける前記ＵＴの識別を確認することと、ここで、前記確認は、
前記第２の通信ネットワークに関する前記アクセスパラメータのためのセキュリティとし
て利用される、
　　前記第２の通信ネットワークに関し、前記第１の通信ネットワークを介して、前記第
２の通信ネットワークの前記異なるアクセスタイプに対応するアクセスパラメータを、パ
ラメータサーバからダウンロードすることであって、前記ＭＡＣアドレスを前記アクセス
パラメータと相互参照するためのデータベースにアクセスすることにより、前記検出され
た少なくとも１つの識別子に基づいて、ダウンロードすることと、
　　前記ダウンロードされたアクセスパラメータを使用して、前記ＵＴと前記第２の通信
ネットワークとの間でリンクを確立することと
　のためのものであり、
　前記ＵＴの識別を確認することは、前記第１の通信ネットワークに関連付けられる移動
体電話番号を、前記アクセスパラメータを要求する前記ＵＴの付加的な検証として利用す
ることを含む、コンピュータ読取可能な媒体。
【請求項１４】
　前記第２の通信ネットワークに関する前記アクセスパラメータは、セキュリティキー、
サービスセット識別子（ＳＳＩＤ）、トラヒックチャネル割り当て、有線同等プライバシ
ー（ＷＥＰ）設定データ、あるいは送信電力、受信電力、転送速度、サービス品質（Ｑｏ
Ｓ）設定、または動作モードを含む最適化パラメータのうちの少なくとも１つを含む、請
求項１３に記載のコンピュータ読取可能な媒体。
【請求項１５】
　前記ＵＴと前記第１の通信ネットワークとの間で前記リンクを確立することは、イーサ
ネット、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１５、ブルートゥース、ＷｉＭａｘ、
または携帯電話ネットワークのうちの少なくとも１つを含む第１の通信ネットワークへの
リンクを確立することを含む、請求項１３に記載のコンピュータ読取可能な媒体。
【請求項１６】
　前記ＵＴと前記第２の通信ネットワークとの間で前記リンクを確立することは、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１、ブルートゥース、ＷｉＭａｘ、ＩＥＥＥ８０２．１５、または携帯電話
ネットワークのうちの少なくとも１つを含む第２の通信ネットワークへのリンクを確立す
ることを含む、請求項１３に記載のコンピュータ読取可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［本発明の背景］
　本発明の分野
　本発明は、一般に無線通信に関し、より詳細には、異なる通信ネットワークを介してユ
ーザ端末に関して取得される、無線通信ネットワークに対するアクセスパラメータ(acces
s parameter)を提供するシステムおよび方法に関する。
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【０００２】
　関連する技術の記載
　従来式の無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ;Wireless Local Area Network）
は、通常、インターネットプロトコル（ＩＰ）ネットワークに配線接続されたアクセスポ
イント（ＡＰ;Access Point）を含む。ノート型コンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ;Pe
rsonal Digital Assistant）、またはマルチモード携帯電話（multi - mode cellular te
lephone）等の移動体ユーザ端末（ＵＴｓ；user terminals）は、ＡＰと無線で通信する
。有線ＬＡＮ（ＩＰネットワーク）と無線ＬＡＮとの間のブリッジ等のＡＰ機能は、ＵＴ
ｓがインターネットを介して通信することを可能にする。ＷＬＡＮｓは、一般に、最長約
１００フィートの距離まで、ＵＴがＡＰと通信することを可能にするＩＥＥＥ８０２．１
５およびブルートゥース(Bluetooth(登録商標)）に準拠する。ＷＬＡＮｓは、一般に、Ｕ
ＴがＡＰから約５００フィートの距離にまで及ぶことを可能にするＩＥＥＥ８０２．１１
に準拠する。
【０００３】
　それゆえに、動作中の通信を保持するために、ＵＴは新規のＷＬＡＮ、または同じＷＬ
ＡＮ内の別のＡＰにアクセスする必要があり得る。これを達成するために、ＵＴは、通常
、サービス要求エリアおよびそれらのＡＰｓに基づいて、ＷＬＡＮアクセス情報の変更を
要求する。実際問題として、その場でＷＬＡＮにアクセスするＵＴの能力は、ＷＬＡＮの
サービス可能な領域およびサービスの保証を制限する。
【０００４】
　このアクセス問題の１つの従来的な解決方法は、ＷＬＡＮユーザの場合、彼らの自宅、
会社、および地元の喫茶店等のいくつかの頻繁に利用するサービスエリアに関連するＷＬ
ＡＮアクセス情報を手動で彼らのＵＴｓに入力することである。このＷＬＡＮアクセス情
報は、ＷＬＡＮに関連するＡＰ設定情報およびＴＣＰ／ＩＰ関連情報を含み得る。ユーザ
が１つのエリアから別のエリアに移動する場合、彼らは、ＵＴのメモリからこの予めロー
ドされた登録情報を選択し、近接のＡＰに登録するためにそれを利用することが可能であ
る。
【０００５】
　例えば、ＵＴには、アクセス可能とされ得る異なるＷＬＡＮに関する登録地域情報が予
めロードされてよい。ＵＴに登録されたこの地域情報は、地域ＡＰｓに利用するＡＰ設定
情報およびこれらＡＰｓにアクセスするために適合されたあらゆるＵＴのネットワーク設
定情報を含む。使用時、ＷＬＡＮアクセス登録情報は、ＵＴのディスプレイに表示されて
もよいし、または情報の表示がアイコンとして表示されてもよい。ユーザインターフェー
スディスプレイによって、ユーザが現在位置する地域に関連するＷＬＡＮアクセス情報の
特定のセットをユーザが選択することが可能になる。
【０００６】
　この予めロードされた登録情報の方法では、ユーザが一から登録情報を手動で入力する
必要性がなくなるが、ユーザがデータを予めロードするステップを経由する必要がある点
で不都合であり、さらに、ユーザが登録情報を手動で選択するステップを実行する必要が
ある点で不都合である。さらに、この方法は、登録情報が予めロードされていないＡＰま
たはＷＬＡＮにユーザがアクセスする必要があっても、それを支援することはない。さら
に、たとえユーザが登録情報を予めロードしたいと思っても、この方法は、携帯型デバイ
スでの制限を受けやすいメモリリソースを利用している。
【０００７】
　手動で登録情報を入力すること、またはＵＴの永久メモリに登録情報を保持することの
必要なしに、ＵＴが無線ネットワークに自動的にアクセス可能であるならば、有用であろ
う。
【発明の概要】
【０００８】
　［本発明の概要］
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　ＷＬＡＮのホットスポット（ＡＰ）を利用するために、無線ユーザは設定パスワード等
の関連する登録情報を有する必要がある。手動で登録情報を入力すること、またはＵＴに
登録情報を予めロードすることの代わりに、本発明は、必要とされる登録情報を提供する
ために、代替通信ネットワークからアクセスされ得るアクセス情報のデーターベースを説
明する。
【０００９】
　ＵＴがＡＰに非常に近接する場合、そのＡＰに関連付けられた媒体アクセスコントロー
ラ（ＭＡＣ;Media Access Controller）アドレスおよびネットワーク識別（ＩＤ;identif
ication）を検出し得る。ＵＴは、次に、ＵＴがＡＰにアクセスするために必要な登録情
報を供給するアクセスパラメータデータベース（パラメータサーバ（parameters server
））に要求をする。登録情報は、セキュリティキーを含んでよい。セキュリティキー情報
は、中央管理機関(central repository)に保持される場合に保持および更新が非常に容易
である。ＵＴは、登録情報を永久に記憶する負担を負わない。さらに、アクセスプロセス
のセキュリティは、アクセスパラメータデータベースと通信するのに利用されるリンクを
介して保持される。例えば、携帯電話ネットワークセキュリティ手順(cellular network 
security procedure)は、効果的でもありかつ充分に確立されてもいる。ＵＴが携帯電話
ネットワーク（cellular network(セルラー方式ネットワーク)）を介してアクセスパラメ
ータデータベースと通信する場合、ＷＬＡＮセキュリティキーは、危険にさらされる可能
性が低い。
【００１０】
　従って、マルチモード通信ＵＴに無線ネットワークアクセスパラメータを配信する方法
が提供されている。この方法は、ＵＴおよび第１通信ネットワーク（即ち、携帯電話ネッ
トワーク(cellular network)）の間のリンクを確立することと、第１ネットワークを介し
てパラメータサーバにアクセスすることと、無線の第２通信ネットワーク（即ち、ＷＬＡ
Ｎ）に関するアクセスパラメータをダウンロードすることと、ＵＴおよび第２通信ネット
ワークの間の無線リンクを確立するためにダウンロードされたアクセスパラメータを利用
することとを備える。
【００１１】
　ダウンロードされたアクセスパラメータは、セキュリティキー、サービスセット識別子
（ＳＳＩＤ;Service Set Identifier）、トラヒックチャネル割り当て、ならびに送信電
力、サービス品質（ＱｏＳ;quality of service）設定、および動作モードを含む最適化
パラメータ等のＷＬＡＮ　ＡＰと関連付けられた情報を含んでよい。代替的に、第１通信
ネットワークを介してパラメータサーバにアクセスすることは、ＵＴに関連付けられたＩ
Ｄを供給することと、ＵＴのＩＤをＱｏＳ、ＩＰアドレス、ゲートウェイ情報、サブネッ
トマスク(subnet mask)、ドメイン名サーバ（ＤＮＳ;Domain Name Server）情報、または
地理的位置等のパラメータと相互参照するデータベースにアクセスすることとを含む。
【００１２】
　無線ネットワークアクセスパラメータを配信する上述された方法およびシステムのさら
なる態様は、以下でより詳細が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】無線ネットワークアクセスパラメータを配信するシステムの概略的なブロック図
である。
【図２】例示的なパラメータサーバを示す概略的なブロック図である。
【図３】図１のシステムの特定の実施形態を示す概略図である。
【図４】マルチモード通信ＵＴで無線アクセスパラメータを配信する方法を示すフローチ
ャートである。
【図５】マルチモード通信ＵＴでＩＥＥＥ８０２．１１アクセスパラメータを配信する方
法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】



(7) JP 6092083 B2 2017.3.8

10

20

30

40

50

【００１４】
　［詳細な記載］
　図１は、無線ネットワークアクセスパラメータを配信するシステムの概略的なブロック
図である。システム１００は、マルチモードユーザ端末（ＵＴ）１０２を備える。ＵＴ１
０２は、ＵＴ１０２および第１通信ネットワーク１０８の間のリンク１０６をリンク１０
６を確立するため、および第２通信ネットワーク１１０に関するアクセスパラメータアク
セスパラメータをダウンロードするための第１サブシステム１０４を備える。第１サブシ
ステム１０４は、通信分野の当業者には明らかなように、トランシーバ、復調／変調、お
よび処理回路（図示せず）を利用することが可能になっている。第２サブシステム１１２
は、第１サブシステム１０４にダウンロードされるアクセスパラメータを用いて、ＵＴ１
０２および第２通信ネットワーク１１０の間の無線通信リンク１１４を確立する。この場
合も同様に、第２システム１１２は、トランシーバ、復調／変調、および処理回路（図示
せず）等の構成要素を含む。さらに、第１および第２サブシステム１０４／１１２は、論
理処理回路およびメモリ（図示せず）を共有し得る。
【００１５】
　パラメータサーバ(parameter server)１１６は、第２ネットワークアクセスパラメータ
を提供するために、ライン１１８で第１ネットワーク１０８に接続されるインターフェー
スを有する。一態様では、第１サブシステム１０４は、第２ネットワーク無線端末１２０
に関連付けられた第２通信ネットワーク１１０に関するアクセスパラメータをダウンロー
ドする。例えば、第１サブシステム１０４は、第２通信ネットワークベース端末１２０に
関連付けられたＭＡＣアドレスまたはネットワークＩＤを供給することによって、パラメ
ータサーバ１１６にアクセスし得る。このＭＡＣアドレス情報は、第２サブシステム１１
２がブロードキャスト信号に関する通信帯域をモニタリングし、モニタリングによって捕
捉された情報を第１サブシステム１０４に中継する従来式のプロセスで必要な情報である
。次に、第１サブシステム１０４は、パラメータサーバ１１６にアクセスし、ＭＡＣアド
レスを、ベース端末１２０にアクセスするために必要なパラメータと相互参照する。代替
的に、第１サブシステム１０４は、ベース端末１２０に関連付けられたＩＰアドレスを受
信してもよく、このＩＰアドレス情報がベース端末１２０に関するアクセスパラメータと
相互参照するために用いられる。
【００１６】
　図２は、例示的なパラメータサーバを示す概略的なブロック図である。ダウンロードさ
れ得る情報の種類のいくつかの例は、セキュリティキー、サービスセット識別子（ＳＳＩ
Ｄ；Service Set IDentifier）、トラヒックチャネル割り当て、有線同等プライバシー（
ＷＥＰ；Wired Equivalent Privacy）設定データ、ならびに送信電力、受信電力、転送速
度、サービス品質（ＱｏＳ；quality of service）設定、および動作モード等の最適化パ
ラメータ（optimization parameter）を含む。このリストは、第２通信ネットワークおよ
びＵＴの間の通信ネットワークを迅速に確立するのに利用され得る考えられる全ての登録
情報の可能な種類を限定的に網羅しようとするものではない。
【００１７】
　別の態様では、第１サブシステムは、ＵＴに関連付けられる識別（ＩＤ）を供給するこ
とによってパラメータサーバにアクセスする。このパラメータサーバは、ＵＴのＩＤを、
ＱｏＳ、ＩＰアドレス、ゲートウェイ情報、サブネットマスク(subnet mask)、ドメイン
名サーバ（ＤＮＳ;Domain Name Server）情報、および地理的位置等のＵＴに関連付けら
れたパラメータと相互参照するファイルを含む。
【００１８】
　図１に戻ると、第１通信ネットワーク１０８は、イーサネット（登録商標）、ＩＥＥＥ
８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１５、ブルートゥース、ＷｉＭａｘ、符号分割多元接続
（ＣＤＭＡ）、移動体通信の広域システム（ＧＳＭ(登録商標);Global System for Mobil
e Communication）、または世界的移動体通信システム（ＵＭＴＳ;Universal Mobile Tel
ecommunication System）携帯電話ネットワーク(cellular telephone network)であって



(8) JP 6092083 B2 2017.3.8

10

20

30

40

50

よい。本発明は、これらの種類のネットワークだけに限定されないが、これらは、ＩＰネ
ットワーク１２４を介してのパラメータサーバ１１６へのアクセスを獲得するためにマル
チモードＵＴによって利用され得るネットワークの例である。なお、第１ネットワーク１
０８は、必ずしも無線媒体を介してＵＴ１０２と通信する必要がない。即ち、リンク１０
６は、配線されたリンクであってもよい。第２通信ネットワーク１１０は、ＩＥＥＥ８０
２．１１、ブルートゥース(Bluetooth)、ＷｉＭａｘ、ＩＥＥＥ８０２．１５、または携
帯電話ネットワークであってよい。これも可能なネットワークの限定的なリストではなく
、そのＵＴによってアクセスパラメータが供給されるまで、ＵＴによって利用され得ない
ネットワークのいくつかの例である。
【００１９】
　図３は、図１のシステムの特定の実施形態を示す概略図である。この例では、第１サブ
システム１０４は、携帯電話ネットワーク１０８とリンク１０６を確立する携帯電話サブ
システム（cellular subsystem）である。このリンクは、本明細書でＷＬＡＮと呼ばれる
、ＩＥＥＥ８０２．１１、ブルートゥース、ＷｉＭａｘ、またはＩＥＥＥ８０２．１５ネ
ットワークであり得る第２通信ネットワーク１１０に関するセキュリティキーをダウンロ
ードするために利用される。ＷＬＡＮセキュリティキーは、例えば、６４または１２８ビ
ットコードであってよい。携帯電話ネットワークのセキュリティ特性は、充分に確立され
ており、充分に堅固である。それゆえに、パラメータサーバ１１６へのアクセス、および
ＷＬＡＮセキュリティキーの配信が制御されるとの前提が生じる。これと同じ前提は、他
の安全性の低いネットワークがパラメータサーバ１１６へのアクセスを許可される場合、
必ずしも有効でない。
【００２０】
　例えば、第２ネットワーク１１０がＩＥＥＥ８０２．１１ネットワークである場合、ダ
ウンロードされたセキュリティキーが８０２．１１ＡＰ１２０へのリンクを確立するため
に利用され得る。ＷＬＡＮサブシステム１１２は、ＩＥＥＥ８０２．１１ネットワーク１
１０をモニタリングし、ＡＰ１２０に関連付けられたＭＡＣアドレスまたはネットワーク
ＩＤ（あるいは両方）を検出する。携帯電話サブシステム１０２は、携帯電話ネットワー
ク１０８を介してパラメータサーバ１１６にＡＰのＭＡＣアドレスおよびネットワークＩ
Ｄを供給し、モニタリングされたＡＰ１２０に関連付けられたセキュリティキーをダウン
ロードする。
【００２１】
　図１に戻ると、図示しない別の態様では、第２通信ネットワーク１０８が、携帯電話ネ
ットワーク(cellular network)であってよい。この態様では、第１ネットワーク１０８（
即ち、イーサネットまたはＷＬＡＮ）が識別情報（即ち、携帯電話サブシステム(cellula
r subsystem)１１２に関する加入者情報モジュールまたはＳＩＭをダウンロードするため
に利用され得る。別法では、電子シリアル番号（ＥＳＮ;Electronic Serial Number）が
特定のデバイスまたはハードウェアを識別するための番号である。移動体機器ＩＤ（ＭＥ
ＩＤ;Mobile Equipment ID）は、同様にデバイス識別子である。国際移動体加入者識別（
ＩＭＳＩ;International Mobile Subscriber Identity）は、携帯電話ネットワークで加
入者（電話番号）の識別子に利用される番号である。移動体識別番号（ＭＩＮ;Mobile Id
entity Number）は、北米ネットワークで以前に用いられ、その後にＩＭＳＩによって取
って代わられた１０桁の番号である。他の種類の識別子は、それらがＵＴおよび携帯電話
ネットワークの両方によって知られている限り、利用可能であり得る。この方法は、この
プロセスがユーザによって自宅で実行され得るように、または電話会社のサービス設備で
自動的に実行され得るように、識別子を標準装備しない携帯電話を初期化するために有用
であろう。
【００２２】
　システムの別態様では、ＵＴおよび第１ネットワークの間に確立された信頼が、ＵＴ加
入者識別（UT subscriber identity）を確認するために利用され得る。第１ネットワーク
が携帯電話ネットワークである場合、携帯電話ネットワークセキュリティ手順は充分に開
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発されているので、高いレベルの信頼を確立することが可能である。第２ネットワークに
関するアクセスパラメータは、携帯電話ネットワークでのＵＴ加入者識別の検証に基づい
てダウンロードされ得る。
【００２３】
　例えば、加入者は、携帯電話ネットワーク電話会社と契約することの結果として、移動
体電話番号が割り当てられる。８０２．１１サービスは、ＷＬＡＮプロバイダによって市
内の種々の場所に供給され得る。加入者がＷＬＡＮプロバイダと契約する場合、彼らは、
ＷＬＡＮプロバイダがＷＬＡＮネットワークで加入者識別と相互参照するＵＴ移動体番号
をＷＬＡＮプロバイダに与え得る。さらに、加入者がＷＬＡＮネットワークで新規のＡＰ
を獲得する必要がある場合、移動体番号は、その新規のＡＰに関するパラメータを取得す
る際にセキュリティ特性として利用され得る。
【００２４】
　アクセス情報を供給する同じＷＬＡＮサーバが、ＵＴ加入者識別を認証するために携帯
電話ネットワークを利用し得る。即ち、ＷＬＡＮサーバは、携帯電話ネットワーク加入に
関連付けられる移動体電話番号を、アクセス情報を要求する人物の付加的な検証として利
用し得る。ＷＬＡＮサーバは、情報を配信するために電話番号を用いてインデックス処理
されたサービスを利用し得る。
【００２５】
　例えば、ＷＬＡＮサーバは、移動体電話番号に電話をかけ、その電話に応答するユーザ
が実際の加入者であることを確認し得る。この検証は、アクセスパラメータを要求する音
声電話に既に従事するデータ（データバースト）チャネル上で実行され得る。別の選択肢
は、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ；Short Message Service）チャネルを利用す
ることである。ＷＬＡＮサーバは、加入者の移動体番号にＳＭＳでアクセスパラメータを
送信し得る。第３の選択肢は、ＵＴへの移動体終端データ呼び出し（terminated data ca
ll）を実行するために携帯電話ネットワークデータサービスを利用することであってもよ
い。
【００２６】
　［機能的な記載］
　図４は、マルチモード通信ＵＴで無線ネットワークアクセスパラメータを配信する方法
を図示するフローチャートである。この方法は、簡潔化のために、番号付けされた一連の
ステップで示されるが、この番号付けは必ずしもステップの順序を決定しない。これらの
ステップのうちのいくつかは省略されてもよいし、並行して実行されてもよいし、または
シーケンスの厳密な順序を維持することの要件なしに実行されてもよいことを理解するべ
きである。この方法は、ステップ４００で開始する。
【００２７】
　ステップ４０２は、ＵＴおよび第１通信ネットワークの間のリンクを確立する。ステッ
プ４０４は、第１ネットワークを介してパラメータサーバにアクセスする。ステップ４０
６は、無線の第２通信ネットワークに関するアクセスパラメータをダウンロードする。ス
テップ４０８は、ＵＴおよび第２通信ネットワークの間の無線リンクを確立するために、
ダウンロードされたアクセスパラメータを利用する。
【００２８】
　一態様では、ステップ４０６で第２通信ネットワークに関するアクセスパラメータをダ
ウンロードすることは、セキュリティキー、ＳＳＩＤ、トラヒックチャネル割り当て、Ｗ
ＥＰ設定情報、および最適化パラメータ等の情報をダウンロードすることを含む。最適化
パラメータは、送信電力、受信電力、転送速度、ＱｏＳ設定、または動作モードを含んで
よい。
【００２９】
　別の態様では、ステップ４０２でＵＴおよび第１通信ネットワークの間にリンクを確立
することは、イーサネット、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１５、ブルートゥ
ース、ＷｉＭａｘ、または携帯電話ネットワーク等の第１通信ネットワークへのリンクを
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確立することを含む。別の態様では、ステップ４０８でＵＴおよび第２通信ネットワーク
の間にリンクを確立することは、ＩＥＥＥ８０２．１１、ブルートゥース、ＷｉＭａｘ、
ＩＥＥＥ８０２．１５、または携帯電話ネットワーク等の第２通信ネットワークへのリン
クを確立することを含む。
【００３０】
　一態様では、ステップ４０４で第１通信ネットワークを介してパラメータサーバにアク
セスすることは、サブステップを含む。ステップ４０４ａは、第２ネットワークベース端
末に関連付けられるＭＡＣアドレスを供給する。ステップ４０４ｂは、ＭＡＣアドレスを
、ベース端末にアクセスするために必要なパラメートと相互参照するデータベースにアク
セスする。
【００３１】
　別の態様では、ステップ４０４で第１通信ネットワークを介してパラメータサーバにア
クセスすることは、代替的なサブステップを含む。ステップ４０４ｃは、ＵＴに関連付け
られる識別（ＩＤ）を供給する。ステップ４０４ｄは、ＵＴのＩＤを、ＱｏＳ、ＩＰアド
レス、ゲートウェイ情報、サブネットマスク、ＤＮＳ情報、および地理的位置等のパラメ
ータと相互参照するデータベースにアクセスする。
【００３２】
　一例では、ステップ４０２が、携帯電話ネットワークとリンクを確立し、ステップ４０
６が、ＩＥＥＥ８０２．１１、ブルートゥース、ＷｉＭａｘ、またはＩＥＥＥ８０２．１
５ネットワークのいずれかであり得る第２ネットワークに関するセキュリティキーをダウ
ンロードする。次に、ステップ４０８が、ＵＴおよび第２ネットワークの間のリンクを確
立するためにセキュリティキーを利用する。
【００３３】
　一態様では、ステップ４０２でＵＴおよび第１通信ネットワークの間のリンクを確立す
ることは、携帯電話ネットワークとリンクを確立することを含み、この方法はさらなるス
テップを備える。ステップ４０３は、ＵＴが携帯電話ネットワークとリンクを確立するこ
とに応じてＵＴ加入者識別を検証する。次に、ステップ４０６で第２通信ネットワークに
関するアクセスパラメータをダウンロードすることは、ＵＴ加入者識別を検証することに
応じてアクセスパラメータをダウンロードすることを含む。例えば、ステップ４０６は、
携帯電話ネットワークデータバーストチャネル（databurst channel）、携帯電話ネット
ワークショートメッセージサービス（ＳＭＳ;Short Message Service）チャネル、または
携帯電話ネットワークＵＴ終端データ呼び出し等のチャネルを介してアクセスパラメータ
をダウンロードし得る。これらのダウンロードプロセスの全ては、ＵＴおよび携帯電話ネ
ットワークの間に確立された信頼に基づいて自動的にＵＴ加入者識別を検証する。
【００３４】
　図５は、マルチモード通信ＵＴでＩＥＥＥ８０２．１１アクセスパラメータを配信する
方法を示すフローチャートである。この例で、ステップ４０１ａは、ＩＥＥＥ８０２．１
１ネットワークをモニタリングする。ステップ４０１ｂは、ＡＰに関連付けられたＭＡＣ
アドレスおよびネットワークＩＤを検出する。ステップ４０２は、ＵＴおよび携帯電話ネ
ットワークの間のリンクを確立する。ステップ４０４は、携帯電話ネットワークを介して
パラメータサーバにＡＰ　ＭＡＣアドレスおよびネットワークＩＤパラメータを供給する
。ステップ４０６は、ＩＥＥＥ８０２．１１ネットワークでモニタリングされるＡＰに関
するセキュリティキーをダウンロードし、ステップ４０８は、ＵＴおよびＩＥＥＥ８０２
．１１アクセスポイント（ＡＰ）の間のリンクを確立するためにこのセキュリティキーを
用いる。
【００３５】
　マルチモード通信ＵＴに関連する無線ネットワークアクセスパラメータを配信するシス
テムおよび方法が提供される。特定のネットワークパラメータ、識別、およびセキュリテ
ィプロトコルの詳細は、本発明の説明を手助けするために示された。しかしながら、本発
明は、これらの詳細だけに限定されない。当業者は、本発明の別の変形形態および実施形
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態を思い付くであろう。

【図１】 【図２】
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【図５】
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