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(57)【要約】
　ワイヤレスローカルエリアネットワークを介してアク
セス可能なストレージ能力をアドバタイズするための方
法、そのような方法を実装するためのアクセスポイント
、端末、およびコンピュータプログラム製品。少なくと
も１つのワイヤレスアクセスポイント（ＡＰ１）を備え
るワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ１
）を介してアクセス可能な少なくとも１つのストレージ
（ＳＴ１）の能力をアドバタイズするための方法であっ
て、このワイヤレスアクセスポイントがこのネットワー
クを指定するワイヤレスローカルエリアネットワーク識
別子を含むビーコンフレームを定期的に送信する、方法
は、ワイヤレスアクセスポイント（ＡＰ１）により送信
される各ビーコンフレーム内に、このワイヤレスローカ
ルエリアネットワーク識別子により指定されるワイヤレ
スローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ１）を介して
アクセス可能な少なくとも１つのストレージ（ＳＴ１）
の能力を記述するデータを挿入するステップを備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのワイヤレスアクセスポイント（ＡＰ１）を備えるワイヤレスローカル
エリアネットワーク（ＷＬＡＮ１）を介してアクセス可能な少なくとも１つのストレージ
（ＳＴ）の能力をアドバタイズするための方法であって、このワイヤレスアクセスポイン
トがこのネットワークを指定するワイヤレスローカルエリアネットワーク識別子を含むビ
ーコンフレームを定期的に送信し、
この方法が、ワイヤレスアクセスポイント（ＡＰ１）により送信されるビーコンフレーム
内に、このワイヤレスローカルエリアネットワーク識別子により指定されるワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ１）を介してアクセス可能な少なくとも１つのスト
レージ（ＳＴ１）の能力を記述するデータを挿入するステップを備えることを特徴とする
、方法。
【請求項２】
　ワイヤレス端末（ＷＴ）においてビーコンフレームを受信するステップと、
　このネットワークを指定するワイヤレスローカルエリアネットワーク識別子を抽出する
ステップと、
　受信されたビーコンフレームから、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
１）を介してアクセス可能なストレージ（ＳＴ１）の能力を記述するデータを抽出するス
テップと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ１）が規格ファミリＩＥＥＥ８０２
．１１に準拠し、この方法が、少なくとも１つのストレージ（ＳＴ１）の能力を記述する
データを、規格ファミリＩＥＥＥ８０２．１１ｘにより規定される情報要素の少なくとも
１つのサブ要素内で搬送するステップを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　サブ要素により搬送されるデータが、アクセスポイント（ＡＰ１）を介してアクセス可
能な少なくとも１つのストレージ（ＳＴ１）の以下の能力：
　このストレージの総ストレージ領域、
　空きストレージ領域、
　このストレージのファイルシステム、
　このストレージのタイプ、
　ファイルがこのストレージから自動的に除去される前にホストされ得る期間、
　アクセス時間、
　入力／出力スループット
のうちの少なくとも１つを表す、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ワイヤレスローカルエリアネットワークのためのアクセスポイント（ＡＰ１）であって
、
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク識別子を格納し、
　この格納されたワイヤレスローカルエリアネットワーク識別子を、このワイヤレスアク
セスポイントにより送信される各ビーコンフレームに挿入する
ように構成されるプロセッサを備え、このプロセッサが、
　このワイヤレスローカルエリアネットワーク識別子により指定されるワイヤレスローカ
ルエリアネットワークを介してアクセス可能な少なくとも１つのストレージの能力を記述
するデータを格納し、
　このワイヤレスアクセスポイントにより送信されるビーコンフレームに、このワイヤレ
スローカルエリアネットワーク識別子により指定されるワイヤレスローカルエリアネット
ワークを介してアクセス可能な少なくとも１つのストレージの能力を記述する格納された
データを挿入する
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ようにさらに構成されることを特徴とする、アクセスポイント（ＡＰ１）。
【請求項６】
　規格ファミリＩＥＥＥ８０２．１１ｘに準拠するワイヤレスローカルエリアネットワー
クのための、少なくとも１つのストレージ（ＳＴ１）の能力を記述するデータを規格ファ
ミリＩＥＥＥ８０２．１１ｘによる情報要素の少なくとも１つのサブ要素に挿入するよう
に構成されるプロセッサを備える、請求項５に記載のアクセスポイント（ＡＰ１）。
【請求項７】
　ワイヤレス端末（ＷＴ）であって、
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）のワイヤレスアクセスポイント（
ＡＰ１、．．．、ＡＰ４）により送信されるビーコンフレームを受信し、
　受信されたビーコンフレームからワイヤレスローカルエリアネットワーク識別子を抽出
する
ように構成されるプロセッサを備えることを特徴とし、プロセッサが、
　ビーコンフレーム内で、ストレージ能力に関する情報を搬送するデータ（ＳＣＡＩＥ１
、ＳＣＡＩＥ２）を認識し、
　認識されたデータから、ストレージ能力に関する情報を抽出する
ようにさらに構成されることを特徴とする、ワイヤレス端末（ＷＴ）。
【請求項８】
　規格ファミリＩＥＥＥ８０２．１１ｘに準拠し、
　ストレージ能力に関する情報を搬送するデータ（ＳＣＡＩＥ１）を認識するために、プ
ロセッサが、ビーコンフレーム内で、ストレージ能力をアドバタイズする全ての情報要素
について値が特定のものであるヘッダを有する情報要素（ＳＣＡＩＥ１）を検出するよう
に構成され、
　認識されたデータからストレージ能力に関する情報を抽出するために、プロセッサが、
検出された情報要素（ＳＣＡＩＥ１）により搬送されるサブ要素（ＳＵＢ１、ＳＵＢ２）
からこの情報を抽出するように構成される、請求項７に記載のワイヤレス端末。
【請求項９】
　規格ファミリＩＥＥＥ８０２．１１ｘに準拠し、
　ストレージ能力に関する情報を搬送するデータ（ＳＣＡＩＥ２）を認識するために、プ
ロセッサが、
　　ビーコンフレーム内で、ベンダ固有コンテンツを搬送する全ての情報要素について値
が特定のものであるヘッダを有する情報要素（ＳＣＡＩＥ２）を検出し、
　　検出された情報要素（ＳＣＡＩＥ２）内で、所定の組織識別子を検出する
ように構成され、
　認識されたデータからストレージ能力に関する情報を抽出するために、プロセッサが、
検出された情報要素（ＳＣＡＩＥ２）により搬送されるサブ要素（ＳＵＢ１、ＳＵＢ２）
からこの情報を抽出するように構成される、請求項７に記載のワイヤレス端末。
【請求項１０】
　プロセッサが、いくつかのワイヤレスローカルエリアネットワークの中のワイヤレスロ
ーカルエリアネットワークを、これらのワイヤレスローカルエリアネットワークのそれぞ
れのストレージ能力に関するアドバタイズされた情報に応じて自動的に選択するようにさ
らに構成される、請求項７に記載のワイヤレス端末。
【請求項１１】
　ワイヤレスローカルエリアネットワークのためのアクセスポイント（ＡＰ１）のための
コンピュータプログラム製品であって、
　このワイヤレスローカルエリアネットワークを指定するワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク識別子を格納するステップと、
　格納されたワイヤレスローカルエリアネットワーク識別子を、このワイヤレスアクセス
ポイントにより送信される各ビーコンフレームに挿入するステップと
を実施するためのコンピュータ実行可能命令を備え、
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　このワイヤレスローカルエリアネットワーク識別子により指定されるワイヤレスローカ
ルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ１）を介してアクセス可能な少なくとも１つのストレー
ジ（ＳＴ１）の能力を記述するデータを格納するステップと、
　このワイヤレスアクセスポイントにより送信されるビーコンフレームに、このワイヤレ
スローカルエリアネットワーク識別子により指定されるワイヤレスローカルエリアネット
ワークを介してアクセス可能な少なくとも１つのストレージ（ＳＴ１）の能力を記述する
格納されたデータを挿入するステップと
を実施するためのコンピュータ実行可能命令をさらに備えることを特徴とする、コンピュ
ータプログラム製品。
【請求項１２】
　規格ファミリＩＥＥＥ８０２．１１ｘに準拠するワイヤレスローカルエリアネットワー
ク（ＷＬＡＮ１）のための、少なくとも１つのストレージ（ＳＴ）の能力を記述するデー
タを規格ファミリＩＥＥＥ８０２．１１ｘによる情報要素の少なくとも１つのサブ要素に
挿入するステップを、プログラムがコンピュータ上で実行された場合に実施するためのコ
ンピュータ実行可能命令を備える、請求項１１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１３】
　ワイヤレス端末（ＷＴ）のためのコンピュータプログラム製品であって、
　ワイヤレス端末（ＷＴ）においてビーコンフレームを受信するステップと、
　受信されたビーコンフレームからワイヤレスローカルエリアネットワークを指定するワ
イヤレスローカルエリアネットワーク識別子を抽出するステップと
を、プログラムがコンピュータ上で実行された場合に実施するためのコンピュータ実行可
能命令を備え、
　受信されたビーコンフレームから、抽出されたワイヤレスローカルエリアネットワーク
識別子により指定されるワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を介してア
クセス可能なストレージ（ＳＴ）の能力を記述するデータを抽出するステップを実施する
ためのコンピュータ実行可能命令をさらに備えることを特徴とする、コンピュータプログ
ラム製品。
【請求項１４】
　規格ファミリＩＥＥＥ８０２．１１ｘに準拠するワイヤレス端末のための、
　ストレージ能力に関する情報を搬送するデータ（ＳＣＡＩＥ１）を認識するステップで
あって、プロセッサが、ビーコンフレーム内で、ストレージ能力をアドバタイズする全て
の情報要素について値が特定のものであるヘッダを有する情報要素（ＳＣＡＩＥ１）を検
出するように構成される、認識するステップと、
　認識されたデータからストレージ能力に関する情報を抽出するステップであって、プロ
セッサが、検出された情報要素（ＳＣＡＩＥ１）により搬送されるサブ要素（ＳＵＢ１、
ＳＵＢ２）からこの情報を抽出するように構成される、抽出するステップと
を、プログラムがコンピュータ上で実行された場合に実施するためのコンピュータ実行可
能命令を備える、請求項１３に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１５】
　規格ファミリＩＥＥＥ８０２．１１ｘに準拠するワイヤレス端末のための、
　ストレージ能力に関する情報を搬送するデータ（ＳＣＡＩＥ２）を認識するステップで
あって、プロセッサが、
　　ビーコンフレーム内で、ベンダ固有コンテンツを搬送する全ての情報要素について値
が特定のものであるヘッダを有する情報要素（ＳＣＡＩＥ２）を検出し、
　　検出された情報要素（ＳＣＡＩＥ２）内で、所定の組織識別子を検出する
ように構成される、認識するステップと、
　認識されたデータからストレージ能力に関する情報を抽出するステップであって、プロ
セッサが、検出された情報要素（ＳＣＡＩＥ２）により搬送されるサブ要素（ＳＵＢ１、
ＳＵＢ２）からこの情報を抽出するように構成される、抽出するステップと
を、プログラムがコンピュータ上で実行された場合に実施するためのコンピュータ実行可
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能命令を備える、請求項１３に記載のコンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に、ワイヤレスローカルエリアネットワーク、たとえば、規格ファミ
リＩＥＥＥ８５０２．１１ｘ（ｘは「ｂ」、「ｇ」、「ｎ」、「ａｃ」など）において規
格化され、ＷｉＦｉという名称で市販されているものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワークに接続されたストレージは今日、ＷｉＦｉワイヤレスローカルエリアネッ
トワークにますます配備されており、これらのネットワークは、オープンアクセス（たと
えば、公共の場におけるホットスポット）を提供し、またはコミュニティ制限アクセス（
たとえば、所与のインターネットサービスプロバイダの加入者に制限されたアクセス）を
提供する。また、ますます、住宅用ホームゲートウェイおよびスモールオフィス／ホーム
オフィスゲートウェイは、ＷｉＦｉアクセスおよびストレージの両方を提供している。
【０００３】
　しかしながら、所与のＷｉＦｉアクセスポイントを介してアクセス可能なストレージリ
ソース／デバイスの能力（プレゼンス、可用性、容量など）は、このＷｉＦｉアクセスポ
イントに接続することを許可されているユーザにより事前に知られていない。このＷｉＦ
ｉアクセスポイントの所有者および／または管理者、あるいはその背後にあるローカルエ
リアネットワークの所有者および／または管理者のみが、この知識を有する。
【０００４】
　１つの可能な解決方法は、所与のＷｉＦｉアクセスポイントを介してアクセス可能なス
トレージリソース／デバイスの存在および能力を、独立した媒体を用いてアドバタイズす
ることであろう。１つの例示的な例として、ＷｉＦｉアクセスポイントに接続されると、
ユーザは、ブラウザを開いた際に、このアクセスポイントを介してアクセス可能なストレ
ージリソース／デバイスの能力を記述したページによって促され得る。しかしながら、こ
の解決方法は欠点がある：関連するＷｉＦｉアクセスポイントに接続済みにならずに、ス
トレージ能力を知ることは不可能である。これは、所与の場所で複数のＷｉＦｉネットワ
ークが利用可能である、現在とてもありふれた状況では特に煩雑である。そのような状況
では、ユーザは、様々なＷｉＦｉネットワークに接続（および切断）してそれぞれのスト
レージ能力を知ることが必要となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、ワイヤレスローカルエリアネットワークを介してアクセス可能なストレー
ジリソース／デバイスの能力をアドバタイズするためのより良好な技術的解決方法を提供
する必要がある。
【０００６】
　これは、本発明による方法を適用することで解決することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の目的は、少なくとも１つのワイヤレスアクセスポイントを備えるワイヤ
レスローカルエリアネットワークを介してアクセス可能な少なくとも１つのストレージリ
ソースの能力をアドバタイズするための方法であって、このワイヤレスアクセスポイント
がこのネットワークを指定するワイヤレスローカルエリアネットワーク識別子を含むビー
コンフレームを定期的に送信し、
この方法が、ワイヤレスアクセスポイントにより送信されるビーコンフレーム内に、この
ワイヤレスローカルエリアネットワーク識別子により指定されるワイヤレスローカルエリ
アネットワークを介してアクセス可能な少なくとも１つのストレージの能力を記述するデ
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ータを挿入するステップを備えることを特徴とする、方法である。
【０００８】
　ビーコンフレーム内で、ネットワークを指定するワイヤレスローカルエリアネットワー
ク識別子と、このネットワークに接続されたストレージ能力を記述するデータとを組み合
わせることによって、端末は、近傍のワイヤレスネットワークに接続されたストレージ能
力を、これらのワイヤレスネットワークへの事前の接続を確立する必要なく特定すること
ができる。ストレージリソースがそれぞれ接続されたいくつかのワイヤレスローカルエリ
アネットワークが利用可能な場合、端末は、有利なことに、ストレージリソースを含むネ
ットワークリソース、およびリモートストレージサービスの面でのクライアントの目標の
間で最良の適合を示すワイヤレスネットワークを選択することができる。
【０００９】
　本発明の第２の目的は、本発明による方法を実装するためのワイヤレスアクセスポイン
トである。
【００１０】
　本発明の第３の目的は、本発明による方法を実装するためのワイヤレス端末である。
【００１１】
　本発明の他の特徴および利点は、本発明の実施形態の以下の詳細な説明から、添付の図
面と併用された場合に、より明らかとなろう。
【００１２】
　本発明の実施形態の特徴および利点を詳細に説明するために、以下の説明は、添付の図
面を参照することになる。可能な場合、同様または類似の参照数字は、図面および説明全
体にわたって、同一または類似の構成要素を指定する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明による方法が適用される例示的なワイヤレスローカルエリアネットワーク
を表す図である。
【図２】規格ファミリＩＥＥＥ８０２．１１ｘによる情報要素の汎用フォーマットを表す
図である。
【図３】規格ファミリＩＥＥＥ８０２．１１ｘによる、ベンダに固有の特有情報要素の汎
用フォーマットを表す図である。
【図４】規格ファミリＩＥＥＥ８０２．１１ｘによる、サブ要素の汎用フォーマットを表
す図である。
【図５】本発明による方法の第１の実施形態による、新たに定義されたストレージ能力ア
ドバタイズ情報要素のフォーマットの図である。
【図６】本発明による方法の第２の実施形態による、新たに定義されたストレージ能力ア
ドバタイズ情報要素のフォーマットの図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　実施形態の以下の説明は、ＷｉＦｉ技術に焦点を当てているが、本発明による方法は、
他の種類のワイヤレスネットワーク、特に加入者ベースでない、サービスエリアが制限さ
れたワイヤレスネットワークにも適用することができる。
【００１５】
　図１は、本発明による方法が適用される４つの例示的なワイヤレスローカルエリアネッ
トワークＷＬＡＮ１、ＷＬＡＮ２、ＷＬＡＮ３、ＷＬＡＮ４を表す。ワイヤレスローカル
エリアネットワークＷＬＡＮ１は、アクセスポイントＡＰ１とストレージＳＴ１とを備え
る。ワイヤレスローカルエリアネットワークＷＬＡＮ２は、アクセスポイントＡＰ２とス
トレージＳＴ２とを備える。ワイヤレスローカルエリアネットワークＷＬＡＮ３は、アク
セスポイントＡＰ３とストレージＳＴ３とを備える。ワイヤレスローカルエリアネットワ
ークＷＬＡＮ４は、アクセスポイントＡＰ４とストレージＳＴ４とを備える。これらのロ
ーカルエリアネットワークは、古典的な、この図には示されていない他のネットワーク要
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素を備える。
【００１６】
　本発明による一例示的ワイヤレス端末ＷＴは、この例では４つのアクセスポイントＡＰ
１、．．．、ＡＰ４の接続領域内にある。ワイヤレス端末ＷＴは、ＷｉＦｉアダプタ／受
信機を備える、パーソナルコンピュータ、スマートフォンなどでよい。
【００１７】
　ＷｉＦｉ技術は、規格ファミリＩＥＥＥ８０２．１１ｘにより定義され規定される。こ
のＩＥＥＥ規格ファミリは、ワイヤレスネットワークのＷｉＦｉアクセスポイントの各々
により定期的に送信される「ビーコンフレーム」を定義する。このビーコンフレームは、
ワイヤレスネットワークＷＬＡＮに関する情報をアドバタイズする。詳細には、これは古
典的には、このワイヤレスネットワークＷＬＡＮを指定するワイヤレスローカルエリアネ
ットワーク識別子を含む。規格ファミリＩＥＥＥ８０２．１１ｘによれば、ビーコンフレ
ームは、それぞれ様々な長さのいくつかの「情報要素」を含むこともできる。
【００１８】
　図２は、規格ファミリＩＥＥＥ８０２．１１ｘによる情報要素の汎用フォーマットを表
す：
－　１バイト（８ビット）のヘッダは、情報要素の識別子ＩＥＩＤ１を表す。これは０か
ら２５５までの中から選択される値を有する。
－　１バイトが、情報要素の長さＬ１を表す。
－　任意の種類の情報ＩＮＦを表現し得るデータを搬送する可変数ｎのバイト。
【００１９】
　図３は、規格ファミリＩＥＥＥ８０２．１１ｘによる、特有のタイプの情報要素、すな
わちベンダに固有の情報要素の汎用フォーマットを表す：
－　１バイトの特有のヘッダは、この種類の情報要素の識別子ＩＥＩＤ２を表す：規格は
その値をあらゆるベンダに対して２２１に設定する。
－　１バイトが、この情報要素の長さＬ２を表す。
－　データを搬送するｎバイトは以下を備える：
　－－　組織識別子ＯＩＤ１を表すｊバイトであって、この組織識別子は一般的にはベン
ダを指定する。
　－－　何らかのベンダ固有コンテンツＶＳＣを表すｎ－ｊバイトのデータ。
【００２０】
　規格ファミリＩＥＥＥ８０２．１１ｘによれば、任意の情報要素は、情報ＩＮＦまたは
ＶＳＣを搬送するバイトの中に、１つまたはいくつかの「情報サブ要素」を含むことがで
きる。
【００２１】
　図４は、規格ファミリＩＥＥＥ８０２．１１ｘによるサブ要素ＳＵＢの汎用フォーマッ
トを表す。これは以下を備える：
－　サブ要素の識別子ＳＥＩＤである１バイトのヘッダ。このサブ要素識別子ＳＥＩＤは
、所与の情報要素のコンテキストでのみ意味を持つ。
－　１バイトが、サブ要素の長さＬ２を表す。
－　データＤを搬送する可変数ｍのバイト。
【００２２】
　この例では、本発明による方法は、ワイヤレスアクセスポイントＡＰ１により送信され
る各ビーコンフレーム内に、このビーコンフレームにより古典的に搬送されるワイヤレス
ローカルエリアネットワーク識別子により指定されるワイヤレスローカルエリアネットワ
ークＷＬＡＮ１を介してアクセス可能なストレージＳＴ１などの少なくとも１つのストレ
ージの能力を記述するデータを挿入するステップを備える。
【００２３】
　同様に、ストレージＳＴ２、ＳＴ３、ＳＴ４の能力を記述するデータが、ワイヤレスア
クセスポイントＡＰ２、ＡＰ３、およびＡＰ４により送信される各ビーコンフレーム内に
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それぞれ挿入される。
【００２４】
　他の例では、少なくとも１つのストレージの能力を記述するデータは、ｋ個のビーコン
フレームのうちの１つのビーコンフレームごとに挿入され、ｋは２または３などに等しい
。
【００２５】
　本発明による方法がＷｉＦｉワイヤレスネットワークに適用される場合、少なくとも１
つのストレージの能力を記述するデータが、ＷｉＦｉビーコンフレーム内の新たに定義さ
れた情報要素に挿入される。より詳細には、この新たに定義された情報要素に組み込まれ
た少なくとも１つのサブ要素の内部で搬送されるデータにより、能力が表現される。
【００２６】
　ＷｉＦｉビーコンフレーム内のこの新たに定義された情報要素の２つの実施形態を考え
ることができる：
１）第１の実施形態は、この新たに定義された情報要素のフォーマットが将来規格化され
る場合に使用されるべきである。
２）第２の実施形態は、この新たに定義された情報要素のフォーマットが将来規格化され
ない場合に使用されるべきである。
【００２７】
　図５は、新たに定義された情報要素の第１の実施形態ＳＣＡＩＥのフォーマットを表す
。これは、図２に示された汎用情報要素ＩＥに類似している。これは、以下を備える：
－　ストレージ能力に関する情報を搬送する全ての情報要素に対して同一である１バイト
のヘッダ。このヘッダは、０と２５５との間で選択され、将来規格化されると思われる特
定の値ＥＩＤ３を有する。この規格化される特定の値により、ストレージ能力をアドバタ
イズするあらゆる情報要素を認識できるようになる。したがって、将来の規格に準拠する
任意の端末は、このヘッダを検出することで、ストレージ能力をアドバタイズする情報要
素を認識できるようになる。
－　この情報要素の長さＬ３を表す１バイト。
－　ワイヤレスネットワークの総ストレージ領域、すなわち図１の例におけるストレージ
ＳＴの容量の値を含むサブ要素ＳＵＢ１。このサブ要素は、図４に示されたサブ要素に類
似している。これは、総ストレージ領域の値を搬送することを示す特定のヘッダ（図示せ
ず）を備える。
－　サブ要素ＳＵＢ２は、ワイヤレスネットワークの空きストレージ領域、すなわち図１
の例におけるストレージＳＴの空き領域の値を含む。これは、図４に示されたサブ要素に
類似している。これは、空きストレージ領域の値を搬送することを示す他の特定のヘッダ
（図示せず）を備える。
【００２８】
　図６は、新たに定義された情報要素の第２の実施形態ＳＣＡＩＥ２のフォーマットを表
す。これは、ストレージ能力に関する情報を搬送する全ての情報要素に対して特定のヘッ
ダが将来規格化されない場合に、使用されるべきである。これは、図２に示された汎用の
ベンダ固有情報要素ＶＳＩＥと類似しており、ベンダ固有コンテンツが特定のものである
点が異なる。これは以下を備える：
－　ベンダ固有情報要素用に規格化済みの値２２１を有するヘッダＥＩＤ２、
－　１バイトが、この情報要素の長さＬ４を表す。
－　データを搬送するｎバイトは、以下を備える：
　－－　組織識別子ＯＩＤ２を表すｊバイトであって、この組織識別子は一般的にはベン
ダを指定する。特定の組織識別子ＯＩＤ２を認識するように構成されるワイヤレス端末の
みが、この情報要素ＳＣＡＩＥ２を利用することができる。
　－－　ストレージＳＴの容量をアドバタイズするサブ要素ＳＵＢ１と、ストレージＳＴ
の空き領域をアドバタイズするサブ要素ＳＵＢ２とを備えるｎ－ｊバイト。
【００２９】
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　本発明によれば、サブ要素により搬送されるデータは、このサブ要素を備える情報要素
を送信するアクセスポイントを介してアクセス可能な１つまたは複数のストレージの能力
のうちの少なくとも１つを表す。これらの能力は以下とすることができる：
－　ストレージＳＴの総ストレージ領域（バイト表現）。
－　ストレージＳＴの空きストレージ領域（バイト表現）。
－　ストレージＳＴのファイルシステム（たとえば、ＦＡＴ、ＦＡＴ３２、ｅｘＦＡＴ、
ＮＴＦＳ、ｅｘｔ２、ｅｘｔ３、．．．）
－　ストレージ領域ＳＴのタイプ（公開／共有またはプライベート）。
－　ファイルが自動的に除去される前にストレージＳＴでホストされ得る期間。
－　アクセス時間（秒表現）。
－　入力／出力スループット（バイト／秒単位の読み込み／書き込み速度）
－　など。
【００３０】
　この実施形態では、送信される能力は、ストレージＳＴの総ストレージ領域および空き
ストレージ領域に限定されている。もちろん、他の実施形態では、ストレージ能力アドバ
タイズ情報要素は、より多いまたはより少ない能力を含むことができる。好ましくは、ス
トレージ能力アドバタイズ情報要素は、ストレージ能力ごとに１つの別個のサブ要素を備
える。
【００３１】
　ビーコンフレーム内でアドバタイズされる能力の選択はトレードオフである：一方では
、ビーコンフレームは、これらのストレージ能力を表すデータにより過負荷となってはな
らない。他方では、アドバタイズされる能力は、ワイヤレスネットワークを適切に選択で
きるようにするのに十分でなければならない。アドバタイズされる能力は、ユーザまたは
ソフトウェアモジュールが、いくつかの利用可能なワイヤレスネットワークの中の最良の
ワイヤレスネットワークを効率的に選択しこれに接続することが可能となるように、選択
される。ワイヤレス伝送能力に加えて、（ストレージ）サービスの面でのユーザ／クライ
アントの期待に沿うワイヤレスネットワークを選択するために、ストレージ能力が考慮さ
れる。
【００３２】
　ワイヤレスネットワークがいくつかの別個のストレージを備える場合、サブ要素は、ワ
イヤレスネットワークを介してアクセス可能な総ストレージ領域、好ましくは空きストレ
ージ領域を搬送するのが好ましい。
【００３３】
　異なるＷｉＦｉアクセスポイントＡＰ１、．．．、ＡＰ４の所有者または管理者は、情
報要素ＳＣＡＩＥ１またはＳＣＡＩＥ２を備えるビーコンフレームを定期的に送信するよ
うに全てのこれらのアクセスポイントＡＰ１、．．．、ＡＰ４を構成し、これは彼／彼女
が古典的に、ワイヤレスネットワークの識別子などの古典的なＷｉＦｉパラメータを備え
るビーコンフレームを送信するようにアクセスポイントを構成するのと同様である。
【００３４】
　ストレージリソース間の負荷分散戦略を考慮するために、またはいくつかの優先度属性
を課すために、ＷｉＦｉアクセスポイントＡＰ１、．．．、ＡＰ４の所有者または管理者
は、ストレージリソースの一部のみをＷｉＦｉクライアントにアドバタイズするために、
（空き）ストレージ容量を表す値を制限することができる。
【００３５】
　本発明によるワイヤレス端末の実施形態ＷＴは、本発明による方法を実装する、すなわ
ち以下のステップを実施するように構成されたクライアントソフトウェアを実行するプロ
セッサを備える：
－　ワイヤレス端末ＷＴにおいてビーコンフレームを受信するステップ、
－　受信されたビーコンフレームからワイヤレスローカルネットワーク識別子を抽出する
ステップ。これは、図１の例におけるネットワークＷＬＡＮ１、ＷＬＡＮ２、ＷＬＡＮ３
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、およびＷＬＡＮ４の１つを指定する。
－　各ビーコンフレーム内で、ストレージ能力に関する情報を搬送する１つまたはいくつ
かの情報要素を認識するステップ。これは、図５および図６を参照して説明された２つの
情報要素ＳＣＡＩＥ１、ＳＣＡＩＥ２のいずれか一方とすることができる。
－　ストレージ能力に関する情報を搬送する情報要素から、ストレージ能力を記述するサ
ブ要素を抽出するステップ。
【００３６】
　図１の例において、アクセスポイントＡＰ１により送信されるビーコンフレームから抽
出されるサブ要素は、ワイヤレスネットワークＷＬＡＮ１に接続されたストレージＳＴ１
の能力を記述する。アクセスポイントＡＰ２により送信されるビーコンフレームから抽出
されるサブ要素は、ワイヤレスネットワークＷＬＡＮ２に接続されたストレージＳＴ２の
能力を記述する。アクセスポイントＡＰ３により送信されるビーコンフレームから抽出さ
れるサブ要素は、ワイヤレスネットワークＷＬＡＮ３に接続されたストレージＳＴ３の能
力を記述する。アクセスポイントＡＰ４により送信されるビーコンフレームから抽出され
るサブ要素は、ワイヤレスネットワークＷＬＡＮ４に接続されたストレージＳＴ４の能力
を記述する。
【００３７】
　ビーコンフレーム内で、ストレージ能力に関する情報を搬送する情報要素を認識するス
テップについて、２つのケースが区別されなければならない：
１）ストレージ能力に関する情報を搬送する全ての情報要素に対して特定のヘッダが将来
規格化される場合、それはこの特定のヘッダＩＥＩＤ３を認識することを含む。
２）ストレージ能力に関する情報を搬送する全ての情報要素に対して特定のヘッダが将来
規格化されない場合、それは以下を含む：
　－－　全てのベンダ固有情報要素に対して規格化済みの特定のヘッダＩＥＩＤ４（値２
２１）を認識すること。
　－－　そして、それがベンダ固有情報要素として認識された場合に、この情報要素内の
所与の組織識別子ＯＩＤ２を認識すること。
【００３８】
　両方のケースにおいて、情報サブ要素が、ストレージ能力を記述するために使用される
。
【００３９】
　端末の第１の実施形態では、クライアントソフトウェアは、アクセス可能なワイヤレス
ローカルエリアネットワークＷＬＡＮ１、ＷＬＡＮ２、ＷＬＡＮ３、ＷＬＡＮ４ごとのス
トレージ能力を表示し、それらの１つをユーザに選択するように促す。ユーザは手動で１
つのワイヤレスローカルエリアネットワークを選択する。
【００４０】
　端末の第２の実施形態では、クライアントは、アドバタイズされたワイヤレス伝送能力
と、これらのワイヤレスローカルエリアネットワークのそれぞれのストレージ能力に関す
るアドバタイズされた情報との両方に応じて、１つのワイヤレスローカルエリアネットワ
ークを自動的に選択するように構成される。
【００４１】
　ワイヤレスローカルエリアネットワークの選択後、クライアントソフトウェアは、選択
されたワイヤレスローカルエリアネットワークに端末ＷＴを接続する。接続は、選択され
たワイヤレスローカルエリアネットワークに対応するアクセスポイントの１つを介して、
セットアップされる。クライアントソフトウェアは、ストレージ能力に関する追加情報を
、古典的な方法で、すなわち選択されたワイヤレスローカルエリアネットワークに接続し
た後に要求することができる。たとえば、ローカルエリアＷＬＡＮ４が選択された場合、
また、アクセスポイントＡＰ４により送信されるビーコンフレームが、ワイヤレスローカ
ルエリアネットワークＷＬＡＮ４の総ストレージ領域の値のみをアドバタイズする場合、
クライアントは、ワイヤレスローカルエリアネットワークＷＬＡＮ４における空きストレ



(11) JP 2017-509273 A 2017.3.30

ージ領域の値を要求するために、端末ＷＴをアクセスポイントＡＰ４に接続した後に、要
求を送信することができる。
【００４２】
　本発明により、あらゆる接続の前に、ストレージ能力をアドバタイズすることが可能と
なる。それでもなお、選択されたネットワークに端末を接続した後に、選択されたネット
ワークのストレージリソースにアクセスするために、認証ステップがなおも適用され得る
。
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