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(57)【要約】
無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）および事前関連付け検
出（ＰＡＤ）のための方法が開示される。方法は、ＰＡ
Ｄを行う目的で、無線ローカルエリアネットワーク（Ｗ
ＬＡＮ）との関連付けを行う前にＩＰアドレスを取得し
てＷＬＡＮと通信するステップを含むことができる。方
法は、Ｌ２アドレスを使用してＷＬＡＮにメッセージを
送信することによりリモートの情報サーバ（ＩＳ）と通
信し、ＷＬＡＮを通じてＩＳから応答を受信するステッ
プを含むことができる。方法は、関連付けられていない
ＷＴＲＵから、送信元ＩＰアドレスを含むメッセージを
受信し、関連付けられていないＷＴＲＵによる送信元Ｉ
Ｐアドレスの使用を制約するステップを含むことができ
る。方法は、ＷＴＲＵからＰＡＤ要求を受信し、ＰＡＤ
情報交換のためにＷＴＲＵとリモートのＩＳとの間でメ
ッセージを中継するステップを含むことができる。ＷＴ
ＲＵはＷＬＡＮに使用するＩＰアドレスを持たなくてよ
く、ＷＴＲＵはＷＬＡＮに関連付けされなくてよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）で使用する方法であって、
　無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を通じた事前関連付け検出（ＰＡＤ）の
目的で、前記ＷＬＡＮとの関連付けを行う前にインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレ
スを取得して前記ＷＬＡＮと通信するステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ＩＰアドレスを取得するステップが、
　ＰＡＤのために割り当てられたＩＰアドレスの空間から前記ＩＰアドレスを無作為に選
択すること、前記ＷＬＡＮからのブロードキャストフレームに基づいて前記ＩＰアドレス
を決定すること、または、前記ＷＬＡＮにＬ２検出メッセージを送信し、前記Ｌ２検出メ
ッセージに応答して前記ＩＰアドレスを受信すること、の少なくとも１つにより前記ＩＰ
アドレスを取得するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＩＰアドレスは、リンクローカルＩＰアドレスまたは静的なＩＰアドレスの１つで
あることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　情報サーバ名を含む要求を前記ＷＬＡＮを介してドメイン名サーバに送信するステップ
と、
　前記情報サーバのＩＰアドレスを受信するステップと
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記取得したＩＰアドレスを使用して情報サーバと通信してＰＡＤ検出を行うステップ
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＷＴＲＵは、アクセスポイント（ＡＰ）、基地局（ＢＳ）、または第２のＷＴＲＵ
、の少なくとも１つを通じて前記ＷＬＡＮにアクセスし、前記ＷＬＡＮは、８０２．１１
、８０２．１５、または８０２．１６、の少なくとも１つを実装することを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）で使用する方法であって、
　送信元のＩＰアドレスを含むメッセージを、関連付けされていない無線送受信ユニット
（ＷＴＲＵ）から受信するステップと、
　前記関連付けされていないＷＴＲＵが前記送信元ＩＰアドレスを使用できる方式を制約
するステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
　制約するステップは、
　前記送信元ＩＰアドレスを使用できる時間量を制限すること、前記送信元ＩＰアドレス
に関連するトラフィックの量を制限すること、前記関連付けられていないＷＴＲＵが前記
送信元ＩＰアドレスを使用して通信できるアドレスを制限すること、または、前記関連付
けられていないＷＴＲＵからのメッセージを獲得し、前記獲得したメッセージをＰＡＤウ
ェブサーバに送信すること、の少なくとも１つにより前記送信元ＩＰアドレスの使用を制
約するステップをさらに含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＩＰアドレスをビーコンフレームで前記関連付けられていないＷＴＲＵにブロード
キャストすること、または、前記関連付けられていないＷＴＲＵに前記送信元ＩＰアドレ
スを送信することにより前記関連付けられていないＷＴＲＵからのＬ２検出メッセージに
応答すること、の少なくとも１つにより前記関連付けられていないＷＴＲＵに前記ＩＰア
ドレスを送信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
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【請求項１０】
　前記メッセージが制約された宛先ＩＰアドレスを含むことを条件として、前記関連付け
られていないＷＴＲＵにエラーメッセージを返すステップをさらに含むことを特徴とする
請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　制約するステップがさらに、
　前記関連付けられていないＷＴＲＵが前記ＡＰにとってローカルなドメイン名サーバお
よび情報サーバと通信することを許可することにより、前記関連付けられていないＷＴＲ
Ｕが前記送信元ＩＰアドレスを使用する方式を制約するステップを含み、前記情報サーバ
のＩＰアドレスは、前記ドメイン名サーバへの要求に基づいて決定されることを特徴とす
る請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　前記送信元ＩＰアドレスを含む前記メッセージを受信するステップはさらに、
　アクセスポイント（ＡＰ）、基地局（ＢＳ）、または第２のＷＴＲＵ、の少なくとも１
つを通じて、前記関連付けられていないＷＴＲＵから前記送信元ＩＰアドレスを含む前記
メッセージを受信するステップを含み、前記ＷＬＡＮは、８０２．１１、８０２．１５、
または８０２．１６の少なくとも１つを実装することを特徴とする請求項７に記載の方法
。
【請求項１３】
　無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）で使用する方法であって、
　ＷＴＲＵから事前関連付け検出（ＰＡＤ）要求を受信するステップと、
　ＰＡＤ情報交換のために前記ＷＴＲＵとリモートの情報サーバ（ＩＳ）との間でメッセ
ージを中継するステップとを含み、前記ＷＴＲＵは、前記ＷＬＡＮに使用するインターネ
ットプロトコル（ＩＰ）アドレスを持たず、前記ＷＴＲＵは前記ＷＬＡＮに関連付けられ
ないことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記ＷＬＡＮは、前記ＷＴＲＵから前記ＷＬＡＮへの前記メッセージには第１のプロト
コルを使用し、前記ＷＬＡＮから前記ＩＳへは第２のプロトコルを使用することを特徴と
する請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記リモートのＩＳにＰＡＤセッション開始要求を送信するステップをさらに含むこと
を特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＷＴＲＵとＷＬＡＮはＬ２アドレスを使用して通信し、前記ＷＬＡＮと前記ＩＳは
インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを使用して通信することを特徴とする請求項
１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ＰＡＤ要求は、有効なセッション識別（ＩＤ）を含み、前記ＷＬＡＮは、有効なセ
ッションＩＤの数を制限することにより、ＰＡＤの目的で前記ＷＬＡＮと通信する、関連
付けられていないＷＴＲＵの数を制御することを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記メッセージは、アクセスポイント（ＡＰ）、基地局（ＢＳ）、または第２のＷＴＲ
Ｕ、の少なくとも１つを通じて中継され、前記ＷＬＡＮは、８０２．１１、８０２．１５
、または８０２．１６、の少なくとも１つを実装することを特徴とする請求項１３に記載
の方法。
【請求項１９】
　事前関連付け検出のために無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）で使用する方法であって、
　Ｌ２アドレスを使用して無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）にメッセージを
送信することによりリモートの情報サーバ（ＩＳ）と通信し、前記ＷＬＡＮを通じて前記
ＩＳから応答を受信するステップを含み、前記ＷＴＲＵは前記ＷＬＡＮに関連付けられな
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いことを特徴とする方法。
【請求項２０】
　前記ＷＬＡＮに事前関連付け検出（ＰＡＤ）要求を送信するステップをさらに含むこと
を特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ＩＳと前記ＷＬＡＮはインターネットプロトコル（ＩＰ）を使用して通信すること
を特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ＷＬＡＮからサービスダイジェストを受信するステップと、
　前記ＷＬＡＮに前記ＰＡＤ要求を送信するか否かを前記サービスダイジェストに基づい
て決定するステップと
をさらに含むことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ＰＡＤ要求は、ＰＡＤのためのサービスを示すサービス識別子を含むことを特徴と
する請求項１９に記載の方法。
【請求項２４】
　前記メッセージは、アクセスポイント（ＡＰ）、基地局（ＢＳ）、または第２のＷＴＲ
Ｕ、の少なくとも１つを通じて送信され、前記ＷＬＡＮは、８０２．１１、８０２．１５
、または８０２．１６の少なくとも１つを実装することを特徴とする請求項１９に記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、２０１２年３月５日に出願された米国仮特許出願第６１／６０６，６６５号
、２０１２年５月１１日に出願された米国仮特許出願第６１／６４５，８８２号、２０１
２年９月１４日に出願された米国仮特許出願第６１／７０１，２９８号、２０１２年９月
１４日に出願された米国仮特許出願第６１／７０１，３３５号、および２０１３年１月１
１日に出願された米国仮特許出願第６１／７５１，５９５号の利益を主張し、これらの内
容は参照により本明細書に組み込まれる。
【０００３】
　個人やデバイスがネットワークからのサービスを望むことが多い。例えば、ユーザが、
初めて、新たなホテルに入り、販売会議のための資料を準備するために高解像度カラー３
Ｄプリンタを使用することを望むことがある。ユーザのラップトップコンピュータは、ユ
ーザのラップトップから到達可能な６つの無線ローカルネットワーク（ＷＬＡＮ）が存在
するが、５つは、支払い、または、ユーザ名およびパスワードを要求してから、ＷＬＡＮ
が高解像度カラープリンタを有するか否かをユーザが判定することができることを報告す
る。６番目のＷＬＡＮは、ホテルに属する無料のネットワークであるものとして広告され
ることがあるが、ユーザは、そのネットワークが本当にホテルに属しており、および、安
全であるか否かを確信できないことがある。ユーザは、どのＷＬＡＮが高解像度カラープ
リンタを有しているかを知ることを望むが、そのＷＬＡＮが高解像度カラープリンタを有
しているか、および、場合によっては、プリンタを使用するコストを知る前に、最初に、
ＷＬＡＮにログオンし、または、クレジットカード情報を提供することを望まないことが
ある。
【０００４】
　第２の例では、ユーザは、移動の間に、スポーツイベントをデバイス上で見ることを望
むことがある。ユーザは、無料の編集されたハイライトを見るか、または、高品質の試合
に対して料金を支払うことを望むことがある。しかし、ユーザの現在のモバイルオペレー
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タは、それらのサービスのいずれかがユーザのデバイスにストリーミングされることを許
可しないことがある。ユーザのデバイスがアタッチ（attach）する多数の他のネットワー
クが存在することがあるが、ユーザは、ネットワークの各々にアタッチして、どのビデオ
サービスが異なるネットワーク上で利用可能であるかを調査することを望まない。ユーザ
が異なるネットワークにアタッチすることを望まない理由は、ネットワークへのアタッチ
は時間を要し、および、費用がかかることである。加えて、ユーザはそのネットワークが
信頼できるか否かを確信できないことがある。
【０００５】
　第３の例では、ユーザがローミングしており、および、データ接続に対し、セルラ接続
を使用することを望まないことがある。ユーザは、短い時間で著しい量のデータをダウン
ロードすることを望み、または、ＶｏＩＰサービスを使用することを望むことがある。ユ
ーザのデバイスによって到達可能なネットワークは、それらのデータ接続能力、または優
先権（preferences）のインジケーションを提供することがあるが、ユーザがネットワー
クにアタッチするまでは、そのようなことを行わない。
【０００６】
　第４の例では、ユーザが電子書籍アプリケーションを使用して、新たなオンライン電子
書籍にアクセスすることを望むことがある。電子書籍サービスプロバイダは、ローカルネ
ットワークにわたって電子書籍にアクセスするための料金を支払うが、デバイスは、電子
書籍へのアクセスをユーザに無料となる電子書籍サービスプロバイダと契約しているネッ
トワークを検出する必要があることがある。あるいは、ユーザは、電話をかけることを望
むが、電話網が利用可能でないことがある。しかし、利用可能な他のネットワークが存在
することがある。電話網は、他のネットワークを使用して通話に対する無料アクセスを提
供することがあるが、ユーザのデバイスが最も費用の安い代替のネットワークを使用する
ことを判定することができる場合のみである。
【０００７】
　したがって、当技術分野では、デバイスが、ネットワークに関連付けする必要なしに、
事前関連付け検出（ＰＡＤ：pre-association discovery）を実行して、ネットワークに
よって提供されるサービスを判定することができることが必要とされる。
【発明の概要】
【０００８】
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）および事前関連付け検出（ＰＡＤ）を実行する方
法が開示される。方法は、ＡＰを通じて事前関連付け検出（ＰＡＤ）を実行する目的で、
ＡＰとの関連付ける前に、ＩＰアドレスを取得してＷＬＡＮと通信することを含んでもよ
い。
【０００９】
　方法は、Ｌ２アドレスを使用してＷＬＡＮにメッセージを送信することによって、リモ
ート情報サーバ（ＩＳ）と通信し、および、ＷＬＡＮを通じてＩＳから応答を受信するこ
とを含んでもよい。ＷＴＲＵはＷＬＡＮに関連付けられていなくてもよい。
【００１０】
　ＷＬＡＮ、およびＰＡＤを実行する目的で、ＷＬＡＮで使用するための方法が開示され
る。方法は、関連付けられていない無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）から、ソースＩ
Ｐアドレスを含むメッセージを受信し、および、関連付けられていないＷＴＲＵによるソ
ースＩＰアドレスの使用を制限することを含んでもよい。
【００１１】
　方法は、ＷＴＲＵからＰＡＤ要求を受信することと、ＰＡＤ情報交換のためにＷＴＲＵ
とリモート情報サーバ（ＩＳ）との間でメッセージを中継することとを含んでもよく、Ｗ
ＴＲＵはＷＬＡＮでの使用に対するＩＰアドレスを有さず、および、ＷＴＲＵはＷＬＡＮ
に関連付けられない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
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　添付図面とともに例として与えられる以下の説明から、より詳細な理解が得られよう。
【図１Ａ】１または複数の開示される実施形態を実施することができる例示的な通信シス
テム１００の図である。
【図１Ｂ】例示的なＷＴＲＵ１０２のシステム図である。
【図１Ｃ】一実施形態に従ったＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６のシステム図
である。
【図２】１または複数の開示される実施形態を実施することができる例示的な通信システ
ムのシステム図である。
【図３Ａ】一部の開示される実施形態に従った、ＷＴＲＵ１０２が事前関連付け検出（Ｐ
ＡＤ）に対するＩＰアドレスを取得する例を示す。
【図３Ｂ】一部の開示される実施形態に従った、ＷＴＲＵがＰＡＤに対するＩＰアドレス
をＡＰ１７０から取得する例を示す。
【図３Ｃ】一部の開示される実施形態に従った、ＷＴＲＵがＰＡＤに対するＩＰアドレス
をＡＰから取得する例を示す。
【図４】一部の開示される実施形態に従ったＰＡＤの方法の例を示す。
【図５】一部の開示される実施形態に従ったＰＡＤの方法の例を示す。
【図６】一部の開示される実施形態に従ったＰＡＤの方法を示す。
【図７】一部の開示される実施形態に従ったＷＴＲＵを示す。
【図８Ａ】一部の開示される実施形態に従ったＰＡＤに対する方法を示す。
【図８Ｂ】一部の実施形態に従ったＰＡＤセッション要求８０４を示す。
【図９】一部の開示される実施形態に従った、ＰＡＤセッションＩＤがセッションダイジ
ェストを使用してブロードキャストされるＰＡＤ検出の方法を示す。
【図１０】一部の開示される実施形態に従った、ＥＡＰＯＬスタートが使用されるＰＡＤ
検出に対する方法を示す。
【図１１】一部の開示される実施形態に従った方法を示す。
【図１２】一部の開示される実施形態に従った方法を示す。
【図１３】一部の実施形態に従ったサービスカテゴリのビットマップを示す。
【図１４】一部の開示される実施形態に従った方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１Ａは、１または複数の開示実施形態を実施することができる例示的な通信システム
１００の図である。通信システム１００は、音声、データ、ビデオ、メッセージング、放
送などのコンテンツを、複数の無線ユーザに提供する多元接続システムであってもよい。
通信システム１００は、複数の無線ユーザが、無線帯域幅を含むシステムリソースの共有
を通じてそのようなコンテンツにアクセスすることを可能にすることができる。例えば、
通信システム１００は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多重接続（ＴＤＭＡ）、
周波数分割多重接続（ＦＤＭＡ）、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）、単一キャリアＦＤＭＡ
（ＳＣ－ＦＤＭＡ）などの１または複数のチャネルアクセス方法を採用してもよい。
【００１４】
　図１Ａに示すように、通信システム１００は、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）１
０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１０４、
コアネットワーク１０６、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１０８、インターネット１１０、
および他のネットワーク１１２を含んでもよいが、開示される実施形態では、任意の数の
ＷＴＲＵ、基地局、ネットワーク、および／またはネットワーク要素を意図していること
が理解されよう。各ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、無線環境で動
作および／または通信するように構成された任意のタイプのデバイスであってもよい。例
として、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、無線信号を送信および／
または受信するように構成されてもよく、ならびに、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局、固定
または移動加入者ユニット、ページャ、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、スマートフ
ォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、無線センサ、家庭用電化
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製品などを含んでもよい。
【００１５】
　通信システム１００はまた、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂを含んでもよい。各
基地局１１４ａ、１１４ｂは、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの少な
くとも１つと無線でインタフェースして、コアネットワーク１０６、インターネット１１
０、および／または他のネットワーク１１２などの１または複数の通信ネットワークへの
アクセスを容易にするように構成された任意のタイプのデバイスであってもよい。例とし
て、基地局１１４ａ、１１４ｂは、ベーストランシーバ局（ＢＴＳ）、ＮｏｄｅＢ、ｅＮ
ｏｄｅＢ、ホームＮｏｄｅＢ、ホームｅＮｏｄｅＢ、サイトコントローラ、アクセスポイ
ント（ＡＰ）、無線ルータなどであってもよい。図では基地局１１４ａ、１１４ｂはそれ
ぞれ単一の要素として示されているが、基地局１１４ａ、１１４ｂは任意の数の相互接続
された基地局および／またはネットワーク要素を含んでもよいことが理解されよう。
【００１６】
　基地局１１４ａは、基地局コントローラ（ＢＳＣ）、無線ネットワークコントローラ（
ＲＮＣ）、中継ノードなどの他の基地局および／またはネットワーク要素（図示せず）を
含むことができる、ＲＡＮ１０４の一部であってもよい。基地局１１４ａおよび／または
基地局１１４ｂは、セルと称されてもよい特定の地理的領域（図示せず）内で無線信号を
送信および／または受信するように構成されてもよい。セルはさらにセルセクタに分割さ
れてもよい。例えば、基地局１１４ａに関連付けられたセルは、３つのセクタに分割され
てもよい。そのため、一実施形態では、基地局１１４ａは、３つの送受信機、すなわちセ
ルの各セクタに１つの送受信機を含んでもよい。別の実施形態では、基地局１１４ａは、
多入力多出力（ＭＩＭＯ）技術を採用してもよく、したがってセルの各セクタに対して複
数の送受信機を利用してもよい。
【００１７】
　基地局１１４ａ、１１４ｂは、任意の適切な無線通信リンク（例えば無線周波（ＲＦ）
、マイクロ波、赤外線（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ）、可視光など）とすることができる、エ
アインタフェース１１６上でＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの１また
は複数と通信してもよい。エアインタフェース１１６は、適切な無線アクセス技術（ＲＡ
Ｔ）を使用して確立されてもよい。
【００１８】
　より具体的には、上記のように、通信システム１００は多元接続システムであってよく
、ならびに、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡなどの１また
は複数のチャネルアクセス方式を採用してもよい。例えば、ＲＡＮ１０４における基地局
１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ
（登録商標））を使用してエアインタフェース１１６を確立することができる、ユニバー
サルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）地上波無線アクセス（ＵＴＲ
Ａ）などの無線技術を実装することができる。ＷＣＤＭＡは、高速パケットアクセス（Ｈ
ＳＰＡ）および／または発展型ＨＳＰＡ（ＨＳＰＡ＋）などの通信プロトコルを含んでも
よい。ＨＳＰＡは、高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）および／または高
速アップリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ）を含んでもよい。
【００１９】
　別の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、
ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）および／またはＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（Ｌ
ＴＥ－Ａ）を使用してエアインタフェース１１６を確立することができる、発展型ＵＭＴ
Ｓ地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）などの無線技術を実装してもよい。
【００２０】
　他の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、
ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわち、Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉ
ｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷｉＭＡＸ））、ＣＤＭＡ２０００
、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、ＣＤＭＡ２０００　ＥＶ－ＤＯ、Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎ
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ｄａｒｄ　２０００（ＩＳ－２０００）、Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　９５（Ｉ
Ｓ－９５）、Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　８５６（ＩＳ－８５６）、Ｇｌｏｂａ
ｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ（登
録商標））、Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ　Ｅｖｏｌｕｔ
ｉｏｎ（ＥＤＧＥ）、およびＧＳＭ　ＥＤＧＥ（ＧＥＲＡＮ）などの無線技術を実装して
もよい。
【００２１】
　図１Ａの基地局１１４ｂは、例えば、無線ルータ、ホームＮｏｄｅＢ、ホームｅＮｏｄ
ｅＢ、またはアクセスポイントであってもよく、ならびに、職場、家庭、自動車、キャン
パスなどの局所的なエリアにおいて無線接続を容易にする任意の適切なＲＡＴを利用して
もよい。一実施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１などの無線技術を実装して、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）を確立してもよい。別の実施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０
２ｄは、ＩＥＥＥ８０２．１５などの無線技術を実装して、無線パーソナルエリアネット
ワーク（ＷＰＡＮ）を確立してもよい。さらに別の実施形態では、基地局１１４ｂおよび
ＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、セルラ方式のＲＡＴ（例えばＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０
００、ＧＳＭ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａなど）を利用して、ピコセルまたはフェムトセルを確
立してもよい。図１Ａに示すように、基地局１１４ｂは、インターネット１１０への直接
接続を有してもよい。したがって、基地局１１４ｂは、コアネットワーク１０６を介して
インターネット１１０にアクセスする必要がないことがある。
【００２２】
　ＲＡＮ１０４は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの１または複数に
、音声、データ、アプリケーション、および／またはボイスオーバインターネットプロト
コル（ＶｏＩＰ）サービスを提供するように構成された任意のタイプのネットワークとす
ることができる、コアネットワーク１０６と通信していてもよい。例えば、コアネットワ
ーク１０６は、呼制御、課金サービス、モバイルロケーションベースサービス、プリペイ
ドコーリング、インターネット接続、ビデオ配信などを提供し、ならびに／または、ユー
ザ認証などの高レベルなセキュリティ機能を実行してもよい。図１Ａには示されないが、
ＲＡＮ１０４および／またはコアネットワーク１０６は、ＲＡＮ１０４と同一のＲＡＴま
たは異なるＲＡＴを採用している他のＲＡＮと直接的にまたは間接的に通信してもよいこ
とが理解されよう。例えば、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を採用することができるＲＡＮ１０４
に接続されることに加えて、コアネットワーク１０６はまた、ＧＳＭ無線技術を採用して
いる別のＲＡＮ（図示せず）と通信してもよい。
【００２３】
　コアネットワーク１０６はまた、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄが
ＰＳＴＮ１０８、インターネット１１０および／または他のネットワーク１１２にアクセ
スするためのゲートウェイとしてサービスしてもよい。ＰＳＴＮ１０８は、従来の電話サ
ービス（ＰＯＴＳ）を提供する回線交換電話網を含んでもよい。インターネット１１０は
、ＴＣＰ／ＩＰインターネットプロトコルスイートにおける伝送制御プロトコル（ＴＣＰ
）、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）、インターネットプロトコル（ＩＰ）など
の共通通信プロトコルを使用する相互接続されたコンピュータおよびデバイスのグローバ
ルシステムを含んでもよい。他のネットワーク１１２は、他のサービスプロバイダに所有
および／または運営される有線または無線通信ネットワークを含んでもよい。例えば、他
のネットワーク１１２は、ＲＡＮ１０４と同一のＲＡＴまたは異なるＲＡＴを採用するこ
とができる、１または複数のＲＡＮに接続された別のコアネットワークを含んでもよい。
【００２４】
　通信システム１００におけるＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの一部
またはすべては、マルチモード機能を含んでもよく、すなわち、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０
２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、異なる無線リンク上で異なる無線ネットワークと通信する
ための複数の送受信機を含んでもよい。例えば、図１Ａに示すＷＴＲＵ１０２ｃは、セル
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ベースの無線技術を採用することができる基地局１１４ａ、およびＩＥＥＥ８０２無線技
術を採用することができる基地局１１４ｂと通信するように構成されてもよい。
【００２５】
　図１Ｂは、例示的なＷＴＲＵ１０２のシステム図である。図１Ｂに示すように、ＷＴＲ
Ｕ１０２は、プロセッサ１１８、送受信機１２０、送信／受信要素１２２、スピーカ／マ
イクロフォン１２４、キーパッド１２６、ディスプレイ／タッチパッド１２８、着脱不能
メモリ１３０、着脱可能メモリ１３２、電源１３４、全地球測位システム（ＧＰＳ）チッ
プセット１３６、および他の周辺機能１３８を備え含んでもよい。ＷＴＲＵ１０２は、実
施形態との整合性を維持しながら、上述の要素のサブコンビネーションを含んでもよいこ
とが理解されよう。
【００２６】
　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、特殊目的プロセッサ、従来型プロセッサ、デジ
タルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと関連した
１または複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途集
積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）回路、任意の
他のタイプの集積回路（ＩＣ）、および状態機械などであってもよい。プロセッサ１１８
は、信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および／またはＷＴＲＵ１０２が
無線環境で動作することを可能にする他の機能を実行してもよい。プロセッサ１１８は、
送信／受信要素１２２に結合することができる、送受信機１２０に結合されてもよい。図
１Ｂでは、プロセッサ１１８と送受信機１２０を別個のコンポーネントとして示すが、プ
ロセッサ１１８と送受信機１２０は、電子パッケージまたはチップに共に統合されてもよ
いことが理解されよう。
【００２７】
　送信／受信要素１２２は、エアインタフェース１１６上で基地局（例えば基地局１１４
ａ）に信号を送信し、または、そこから受信するように構成されてもよい。例えば、一実
施形態では、送信／受信要素１２２は、ＲＦ信号を送信および／または受信するように構
成されたアンテナであってもよい。別の実施形態では、送信／受信要素１２２は、例えば
ＩＲ、ＵＶ、または可視光信号を送信および／または受信するように構成されたエミッタ
／ディテクタであってもよい。さらに別の実施形態では、送信／受信要素１２２は、ＲＦ
信号と光信号の両方を送受信するように構成されてもよい。送信／受信要素１２２は、無
線信号の任意の組み合わせを送信および／または受信するように構成されてもよいことが
理解されよう。
【００２８】
　また図１Ｂでは、送信／受信要素１２２は１つの要素として示されるが、ＷＴＲＵ１０
２は任意の数の送信／受信要素１２２を含んでもよい。より具体的には、ＷＴＲＵ１０２
はＭＩＭＯ技術を採用してもよい。したがって、一実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、エ
アインタフェース１１６上で無線信号を送信および受信するための２つ以上の送信／受信
要素１２２（例えば複数のアンテナ）を含んでもよい。
【００２９】
　送受信機１２０は、送信／受信要素１２２から送信される信号を変調し、送信／受信要
素１２２によって受信された信号を復調するように構成されてもよい。上記のように、Ｗ
ＴＲＵ１０２はマルチモード機能を有してもよい。したがって、送受信機１２０は、ＷＴ
ＲＵ１０２が、例えばＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１１などの複数のＲＡＴを介して
通信することを可能にする、複数の送受信機を含んでもよい。
【００３０】
　ＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１１８は、スピーカ／マイクロフォン１２４、キーパッド
１２６、および／またはディスプレイ／タッチパッド１２８（例えば液晶ディスプレイ（
ＬＣＤ）表示デバイスまたは有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）表示デバイス）に結合され
、ならびに、それらからユーザ入力データを受信してもよい。プロセッサ１１８はまた、
スピーカ／マイクロフォン１２４、キーパッド１２６、および／またはディスプレイ／タ
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ッチパッド１２８にユーザデータを出力してもよい。また、プロセッサ１１８は、着脱不
能メモリ１３０および／または着脱可能メモリ１３２などの任意のタイプの適切なメモリ
の情報にアクセスし、および、データを記憶してもよい。着脱不能メモリ１３０は、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ハードディスク、また
は他のタイプのメモリ記憶装置を含んでもよい。着脱可能メモリ１３２は、加入者識別モ
ジュール（ＳＩＭ）カード、メモリスティック、セキュアデジタル（ＳＤ）メモリカード
などを含んでもよい。他の実施形態では、プロセッサ１１８は、サーバおよび家庭用コン
ピュータ（図示せず）などの、物理的にＷＴＲＵ１０２に位置しないメモリからの情報に
アクセスし、それにデータを記憶してもよい。
【００３１】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受信し、および、その電力をＷＴＲＵ１０
２中の他のコンポーネントに分配および／または制御するように構成されてもよい。電源
１３４は、ＷＴＲＵ１０２に電力を供給するのに適した任意のデバイスであってもよい。
例えば、電源１３４は、１または複数の乾電池（例えばニッケルカドミウム（ＮｉＣｄ）
、ニッケル亜鉛（ＮｉＺｎ）、ニッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（Ｌｉ－ｉｏ
ｎ）等）、太陽電池、燃料電池などを含んでもよい。
【００３２】
　プロセッサ１１８はまた、ＷＴＲＵ１０２の現在の位置に関する位置情報（例えば経度
および緯度）を提供するように構成することができる、ＧＰＳチップセット１３６に結合
されてもよい。ＧＰＳチップセット１３６からの情報に加えて、またはその代わりに、Ｗ
ＴＲＵ１０２は、基地局（例えば基地局１１４ａ、１１４ｂ）からエアインタフェース１
１６上で位置情報を受信し、および／または、２つ以上の近隣の基地局から受信された信
号のタイミングに基づいて、自身の位置を判定してもよい。ＷＴＲＵ１０２は、実施形態
との整合性を維持しながら、任意の適切な位置判定方法で位置情報を取得してもよいこと
が理解されよう。
【００３３】
　プロセッサ１１８はさらに、追加的な特徴、機能性、および／または有線もしくは無線
接続を提供する１または複数のソフトウェアモジュールおよび／またはハードウェアモジ
ュールを含むことができる、他の周辺機能１３８に結合されてもよい。例えば、周辺機能
１３８は、加速度計、電子コンパス、衛星送受信機、デジタルカメラ（写真または映像用
）、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート、振動デバイス、テレビ送受信機、ハン
ドフリーヘッドセット、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、周波数変調（ＦＭ
）無線ユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジ
ュール、インターネットブラウザなどを含んでもよい。
【００３４】
　図１Ｃは、一実施形態に従ったＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６のシステム
図である。ＲＡＮ１０４は、ＩＥＥＥ８０２．１６無線技術を採用して、エアインタフェ
ース１１６上でＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信する、アクセスサービスネ
ットワーク（ＡＳＮ）であってもよい。下記でさらに説明されるように、ＷＴＲＵ１０２
ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、ＲＡＮ１０４、およびコアネットワーク１０６の異なる機能エ
ンティティ間の通信リンクは、基準点として定義されてもよい。
【００３５】
　図１Ｃに示すように、ＲＡＮ１０４は、基地局１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃ、および
ＡＳＮゲートウェイ１４２を含んでもよいが、ＲＡＮ１０４は、実施形態との整合性を維
持しながら任意の数の基地局およびＡＳＮゲートウェイを含んでもよいことが理解されよ
う。基地局１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃはそれぞれ、ＲＡＮ１０４における特定のセル
（図示せず）に関連付けられてもよく、ならびに、それぞれエアインタフェース１１６上
でＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するための１または複数の送受信機を含
んでもよい。一実施形態では、基地局１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、ＭＩＭＯ技術を
実装してもよい。したがって、基地局１４０ａは、例えば、複数のアンテナを使用して、
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ＷＴＲＵ１０２ａに無線信号を送信し、および、それらから信号を受信してもよい。基地
局１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃはまた、ハンドオフトリガリング、トンネル確立、無線
リソース管理、トラフィック分類、サービス品質（ＱｏＳ）ポリシ実施などのモビリティ
管理機能を提供してもよい。ＡＳＮゲートウェイ１４２は、トラフィックアグリゲーショ
ンポイントとしてサービスし、ならびに、ページング、加入者プロファイルのキャッシュ
、およびコアネットワーク１０６へのルーティングなどを担当してもよい。
【００３６】
　ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＲＡＮ１０４との間のエアインタフェース１
１６は、ＩＥＥＥ８０２．１６規格を実装するＲ１基準点として定義されてもよい。また
、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃの各々は、コアネットワーク１０６との論理イ
ンタフェース（図示せず）を確立してもよい。ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと
コアネットワーク１０６との間の論理インタフェースは、認証、承認、ＩＰホスト構成、
および／またはモビリティ管理に使用することができるＲ２基準点として定義されてもよ
い。
【００３７】
　基地局１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃの各々の間の通信リンクは、ＷＴＲＵハンドオー
バおよび基地局間のデータの転送を容易にするプロトコルを含む、Ｒ８基準点として定義
されてもよい。基地局１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃとＡＳＮゲートウェイ２１５間の通
信リンクは、Ｒ６基準点として定義されてもよい。Ｒ６基準点は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、１０２ｃの各々に関連付けられたモビリティイベントに基づいてモビリティ管理
を容易にするプロトコルを含んでもよい。
【００３８】
　図１Ｃに示すように、ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０６に接続されてもよい。
ＲＡＮ１０４とコアネットワーク１０６間の通信リンクは、例えば、データ転送およびモ
ビリティ管理能力を容易にするプロトコルを含む、Ｒ３基準点として定義されてもよい。
コアネットワーク１０６は、モバイルＩＰホームエージェント（ＭＩＰ－ＨＡ）１４４、
認証／認可／課金（ＡＡＡ）サーバ１４６、およびゲートウェイ１４８を含んでもよい。
上述の各要素は、コアネットワーク１０６の一部として示されるが、これらの要素のいず
れか１つはコアネットワークのオペレータ以外のエンティティによって所有および／また
は運営されてよいことが理解されよう。
【００３９】
　ＭＩＰ－ＨＡは、ＩＰアドレス管理を担当してもよく、ならびに、ＷＴＲＵ１０２ａ、
１０２ｂ、１０２ｃが異なるＡＳＮ間および／または異なるコアネットワーク間をローミ
ングすることを可能にする。ＭＩＰ－ＨＡ１４４は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０
２ｃに、インターネット１１０などのパケット交換ネットワークへのアクセスを提供して
、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ対応デバイスとの間の通信を容易にして
もよい。ＡＡＡサーバ１４６は、ユーザ認証およびユーザサービスをサポートすることを
担当してもよい。ゲートウェイ１４８は、他のネットワークとの相互動作を容易にしても
よい。例えば、ゲートウェイ１４８は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに、ＰＳ
ＴＮ１０８などの回線交換ネットワークへのアクセスを提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、１０２ｃと、従来の陸線通信デバイスとの間の通信を容易にしてもよい。加えて
、ゲートウェイ１４８は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに、他のサービスプロ
バイダによって所有および／または運営される他の有線または無線ネットワークを含むネ
ットワーク１１２へのアクセスを提供してもよい。
【００４０】
　図１Ｃには示さないが、ＲＡＮ１０４は他のＡＳＮに接続されてもよく、および、コア
ネットワーク１０６は他のコアネットワークに接続されてもよいことが理解されよう。Ｒ
ＡＮ１０４と他のＡＳＮとの間の通信リンクは、ＲＡＮ１０４と他のＡＳＮ間のＷＴＲＵ
１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのモビリティを調整するプロトコルを含むことができる、
Ｒ４基準点として定義されてもよい。コアネットワーク１０６と他のコアネットワークと
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の間の通信リンクは、ホームコアネットワークと移動先（visited）コアネットワークと
の間の相互動作を容易にするプロトコルを含むことができる、Ｒ５基準点として定義され
てもよい。
【００４１】
　図２は、１または複数の開示される実施形態が実施することができる例示的な通信シス
テムのシステム図である。図２に示されるのは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ
、１０２ｇ、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂ、コアネットワーク１０６、ＰＳＴＮ１０８、
他のネットワーク１１２、インターネット１１０、サービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６
ｃ、検出情報サーバ（ＤＩＳ：discovery information server）２０８ａ、２０８ｂ、２
０８ｃ、およびＤドメインネームサービス（Ｄ－ＤＮＳ）２１０ａ、２１０ｂ、２１０で
ある。ＷＬＡＮ１０６ａ、１０６ｂは、アクセスルータ１６５ａ、１６５ｂ、アクセスポ
イント（ＡＰ）１７０ａ、１７０ｂ、サービス２０６ａ、２０６ｂ、ネットワーク管理１
６７ａ、１６７ｂ、および検出情報サーバ（ＤＩＳ）２０８ａ、２０８ｂを含んでもよい
。ＷＬＡＮ１０６ａ、１０６ｂは、８０２．１１、８０２．１５、８０２．１６、または
８０２．１ｘネットワークであり、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは
、ＳＴＡ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇ、またはＵＥ１０２ｄ、１０２ｅ、１
０２ｆ、１０２ｇと称されることが多い。一部の実施形態では、ＳＴＡ１０２ｄ、１０２
ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＳＴＡ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇにアクセス
するアドレスを有することによって定義される。ＷＬＡＮ１０６は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、
１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇ、コアネットワーク１０６、ＰＳＴＮ１０８、他のネット
ワーク１１２、およびインターネット１１０の１または複数に直接接続されてもよく、ま
たは、間接的に接続されてもよい。
【００４２】
　ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、８０２．１ｘにおいて、ＡＰ１
７０ａ、１７０ｂに対するクライアント（ＣＬ）１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２
ｇと考えられてもよい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＷＬＡＮ
１６０ａ、１６０ｂに関連付けられなくてもよい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２
ｆ、１０２ｇは、コアネットワーク１０６、ＰＳＴＮ１０８、他のネットワーク１１２、
インターネット１１０、サービス２０６ｃ、別のＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ
、１０２ｇ、またはＷＬＡＮ１０６ａ、１０６ｂの１または複数に関連付けられてもよい
。サービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、
１０２ｇに対して、コアネットワーク１０６、ＰＳＴＮ１０８、他のネットワーク１１２
、インターネット１１０、ＷＬＡＮ１０６、もしくはコアネットワーク１０６の１つもし
くは複数のコンポーネント、ＰＳＴＮ１０８、他のネットワーク１１２、インターネット
１１０、またはＷＬＡＮ１０６によって提供されるいずれかであってもよい。サービス２
０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃの例は、プリンタサービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃを
提供する高解像度カラープリンタ、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂを介したインターネット
１１０へのアクセス、特定帯域幅でのインターネット１１０へのアクセス、ＶｏＩＰへの
アクセス、または３ＧＰＰ　ＬＴＥネットワークなどのコアネットワーク１０６へのアク
セスを含む。サービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃはそれぞれ独立しているように示さ
れるが、サービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃは、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂ、アクセス
ルータ１６５ａ、１６５ｂ、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ、ｄドメインネームサ
ービス２１０ａ、２１０ｂ、またはＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂの別のコンポーネントと
統合されてもよい。サービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃは、コアネットワーク１０６
、ＰＳＴＮ１０８、他のネットワーク１１２、インターネット１１０、またはＷＬＡＮ１
０６のコンポーネントまたはデバイスを指してもよい。
【００４３】
　一部の実施形態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、８０２．１１に対するアクセスポイ
ント、８０２．１６に対する基地局、またはＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂにアクセスする
ための別の送信および受信デバイスであってもよい。
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【００４４】
　ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂは、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂに対するネット
ワーク管理１６７ａ、１６７ｂサービスを提供してもよい。ネットワーク管理１６７ａ、
１６７ｂは、独立したデバイスであってもよく、または、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂの
別のコンポーネントと統合されてもよい。例えば、ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂ
は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂ、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、アクセスルータ１６５ａ、１
６５ｂ、ｄドメインネームサービス２１０ａ、２１０ｂ、またはサービス２０６ａ、２０
６ｂと統合されてもよい。加えて、一部の実施形態では、ネットワーク管理１６７ａ、１
６７ｂの機能の一部は、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂの２つ以上のコンポーネント間で分
割されてもよい。ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂは、ＮＡＴサービス、ＩＰフィル
タサービス、ＩＰゲートウェイサービスなどのネットワーク管理サービスを提供するよう
に構成されてもよい。一部の実施形態では、ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂの一部
は、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂの外部で実行されてもよい。ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ
、２０８ｃは、１または複数のサービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃに対するサービス
情報を提供するサーバであってもよい。サービス情報は、サービス２０６ａ、２０６ｂ、
２０６ｃを識別し、および、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇがサービ
ス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃにアクセスするためのパラメータなどのアクセス情報を
提供してもよい。例えば、サービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃは、３Ｄプリンタ２０
６ａ、２０６ｂ、２０６ｃであってもよく、ならびに、アクセス情報は、印刷機当たりの
費用および高解像度カラープリンタ２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃにアクセスするための
ＩＰアドレスを含んでもよい。図ではＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃはそれぞれ独
立して示されるが、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂ、
アクセスルータ１６５ａ、１６５ｂ、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ、または別の
コンポーネントと統合されてもよい。ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは、３ＧＰＰ
アクセスネットワーク検出、および３ＧＰＰプロバイダが、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ
、１０２ｆ、１０２ｇがインターネット１１０にアクセスするのに使用することを望む、
ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂをＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが識別
するためのサービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃを提供することができる、選択機能（
ＡＮＤＳＦ）などのネットワーク検出プロトコルまたは検出プロトコルとも称されるネッ
トワークプロトコルを実装するように構成されてもよい。ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２
０８ｃは、ＥＡＰ、Ｂｏｎｊｏｕｒ（登録商標）、ＡＮＱＰなどの他のネットワークプロ
トコルを実装するように構成されてもよい。ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは、Ｇ
ＡＳなどのリンクレイヤプロトコルを実装するように構成されてもよい。ＤＩＳ２０８ａ
、２０８ｂ、２０８ｃは、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂ、３ＧＰＰネットワーク、または
別のネットワーク内に位置してもよい。一部の実施形態では、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ
、２０８ｃは、静的なＩＰアドレスを有する。一部の実施形態では、ＤＩＳ２０８ａ、２
０８ｂ、２０８ｃは非静的なＩＰアドレスを有する。一部の実施形態では、ＤＩＳ２０８
ａ、２０８ｂ、２０８ｃは広告サーバと称されてもよい。一部の実施形態では、ＤＩＳ２
０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃへのアクセスは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、
１０２ｇがＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃと同一のＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂに
あるときにローカルアクセスと称されてもよい。例えば、ＷＴＲＵ１０２ｅがＡＰ１７０
ａを介してＤＩＳ２０８ａにアクセスする場合、ＷＴＲＵ１０２ｅはＤＩＳ２０８ａにロ
ーカルにアクセスしてもよい。一部の実施形態では、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８
ｃへのアクセスは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇがＤＩＳ２０８ａ
、２０８ｂ、２０８ｃと異なるＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂにあるときに、リモートアク
セスと称されてもよい。例えば、ＷＴＲＵ１０２ｅがＡＰ１７０ａを使用してＤＩＳ２０
８ｂまたはＤＩＳ２０８ｃにアクセスするときに、ＷＴＲＵ１０２ｅは、ＤＩＳ２０８ｂ
またはＤＩＳ２０８ｃにリモートにアクセスしていることになる。
【００４５】
　一部の実施形態では、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは、ＤＩＳ２０８ａ、２０
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８ｂ、２０８ｃにクエリするＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇへのオー
プンアクセスを許可する。例えば、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは、ゲストに利
用可能なプリントサービスおよびその他のホテルサービスを広告してもよい。一部の実施
形態では、Ｂｏｎｊｏｕｒ（登録商標）がオープンアクセスである。
【００４６】
　一部の実施形態では、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは直接認証を要求する。Ｄ
ＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃにアクセス
するために、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに対してＤＩＳ２０８ａ
、２０８ｂ、２０８ｃを認証することを要求してもよい。一部の実施形態では、ＷＴＲＵ
１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃに対
してＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇを認証することを要求してもよい
。その例は、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃがクラウドサービスプロバイダまたは
モバイル仮想ネットワークオペレータ（ＭＶＮＯ）であることを含む。ＭＶＮＯであるＤ
ＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは、ＭＶＮＯであるＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０
８ｃが顧客のＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに情報を開示する前に、
顧客に対し、ＭＶＮＯであるＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃを認証することを必要
とする、それらが同意しているネットワークを顧客以外に広告することを望まない場合が
ある。
【００４７】
　一部の実施形態では、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃへのアクセスの許可は、別
の認証情報（credential）のセットからブートストラップ（bootstrap）されてもよい。
例えば、ＡＮＤＳＦであるＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃでは、ＡＮＤＳＦである
ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃへのアクセスは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１
０２ｆ、１０２ｇの３ＧＰＰネットワーク承認からブートストラップされてもよい。
【００４８】
　一部の実施形態では、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは、検出を実行して、サー
ビス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃに関する情報を取得してもよい。一部の実施形態では
、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは、ローカルピアツーピアデバイス（ＬＰＰ）に
関する情報を検出し、および、その情報をＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０
２ｇに提供してもよい。例えば、ＤＩＳ２０８ａは、サービス２０６ａに関する情報を検
出してもよい。ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは、サービス２０６ａでローカルに
位置し、および、ピアデバイスであるサービス２０６ａは、自身のサービス能力を広告す
ることを望むことがある。
【００４９】
　サービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃの使用を望むことがあるＷＴＲＵ１０２ｄ、１
０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇのユーザ（図示せず）の近接していることは、サービス２０
６ａ、２０６ｂ、２０６ｃの検出の重要な側面であることがあり、そのため、サービス２
０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃがＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに対し
てローカルであるかが重要であることがある。加えて、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１
０２ｆ、１０２ｇと、サービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃとが物理的に近接している
ことが重要であることがある。例えば、サービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃは、自身
の位置、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂを介したアクセス性、ならびに提供することができ
るサービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃの詳細を広告する、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ
、２０８ｃでもある、ネットワークプリンタであってもよい。例えば、ネットワークプリ
ンタであるサービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃは、それが、プリント当たり特定の価
格で利用可能なレーザプリンタであることを広告してもよい。
【００５０】
　一部の実施形態では、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは、Ｂｏｎｊｏｕｒベース
のピア検出を使用して、サービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃについての情報を取得し
てもよい。一部の実施形態では、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは、ソーシャルネ
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ットワークサークルの一部である、近接ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２
ｇを検出してもよい。一部の実施形態では、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは、対
話型ゲームなどの同一のサービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃの一部である、近接ＷＴ
ＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇを検出してもよい。ＤＩＳ２０８ａ、２０
８ｂ、２０８ｃは、その情報を使用して、対話型ゲームであるサービス２０６ａ、２０６
ｂ、２０６ｃを使用しているＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに対する
最適化された接続をセットアップしてもよい。
【００５１】
　一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＤＩＳ２
０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃのＩＰアドレスの検出を試みて、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２
ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが検出情報に対してＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃにクエ
リすることができるようにしてもよい。
【００５２】
　一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、リモート
ピアツーピア（ＲＰＰ）通信サービスであるサービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃに関
する情報を検出することを望む。サービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃ、すなわちピア
は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに対してリモートであってもよい
。サービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃ、すなわちピアは、サービス２０６ａ、２０６
ｂ、２０６ｃ、すなわちピアが、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇと異
なるネットワーク上にある場合は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに
対してリモートと見なされ、そのため、リンクローカルＩＰアドレスは、ＷＴＲＵ１０２
ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが、リモートであるサービス２０６ａ、２０６ｂ、２
０６ｃ、すなわちピアと通信するためには機能しないことがある。例えば、サービス２０
６ｂまたはサービス２０６ｃにアクセスするために、アクセスルータ１６５ａ、１６５ｂ
がサービス２０６ｂ、２０６ｃとＷＴＲＵ１０２ｅとの間にあることから、ＷＴＲＵ１０
２ｅがＡＰ１７０ａを介して通信している場合、サービス２０６ｂおよびサービス２０６
ｃは、リモートであるサービス２０６ｂ、２０６ｃであってもよい。
【００５３】
　一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが、ローカル
サーバベース検出（ＬＳＤ）に関する情報を検出することを望むことがある。この使用ケ
ースのカテゴリは、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２
ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが通信に使用しているＡＰ１７０ａ、１７０ｂと同一のネットワ
ークに位置するそれらのケースを取り込む（capture）。例えば、それは、機能的にはＡ
Ｐ１７０ａ、１７０ｂとコロケートされた（co-located）、または同一のネットワーク上
にあるとみなされてもよく、したがって、例えばリンクローカルアドレス指定ＩＰアドレ
ス指定は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇ、またはサービス２０６ａ
、２０６ｂ、２０６ｃがＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃと通信するのに十分である
。
【００５４】
　一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＬＳＤに
対し、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃのＩＰアドレスには直接関係しなくてもよい
。一部の実施形態では、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが使用されて、ＷＴＲＵ１
０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇによって使用される一部の他の情報を提供しても
よい。一部の実施形態では、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは、利用可能なプリン
タの中央データベース、ならびに、ホテルがそのゲストに提供するすべてのサービス、Ａ
ＮＱＰを介してアクセスされるＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂ、ホットスポットの予約情報
サーバ、ＡＮＤＳＦなどのマクロネットワーク情報サービスのローカライズされたミラー
、または、費用を含むＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂを通じてアクセスすることができるサ
ービスを広告するＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂなどのデータベースに集中化されてもよい
。
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【００５５】
　一部のＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂは、デバイスまたはサービスプロバイダがサポート
しているサービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃをＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ
に登録するための手段を提供することによって、ピアツーピアであるサービス２０６ａ、
２０６ｂ、２０６ｃをサポートする。サービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃの登録は、
デバイスであってもよいサービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃによって、ＤＩＳ２０８
ａ、２０８ｂ、２０８ｃに対して実行されてもよい
【００５６】
　一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、リモート
であるＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃに関する情報を検出することを望むことがあ
る。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇがリモートであるＤＩＳ２８０に
アクセスする検出を実行するときに、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇ
は、リモートサーバベース検出（ＲＳＤ）を実行していてもよい。ＤＩＳ２０８ａ、２０
８ｂ、２０８ｃは、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２
ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが通信しているＡＰ１７０ａ、１７０ｂの一部でないときに、リ
モートと称されてもよい。リモートであるＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃの、ＩＰ
アドレスであってもよい位置は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇによ
って使用されて、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃによって提供されることが可能な
情報にアクセスしてもよい。一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２
ｆ、１０２ｇに対してリモートであるＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは、ローカル
アクセス手段を使用して、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇにアクセス
可能でないことがある。さらに、リモートであるＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは
、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃに対してローカルであるサービス２０６ａ、２０
６ｂ、２０６ｃに関する情報は含まないことがある。一部の例は、ＭＶＮＯベースアクセ
スに使用することができるアクセスネットワークをリスト化するＭＶＮＯデータベースで
あるＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ、顧客がそのサービスにアクセスするために契
約しているアクセスネットワークをリスト化するクラウドサービスプロバイダであるＤＩ
Ｓ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ、サービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃにアクセスす
るために使用することができるホットスポットをリスト化するサービスプロバイダ、例え
ばモバイルオペレータ、またはコンテンツプロバイダであるＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、
２０８ｃを含む。ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃの別の例は、インターネット１１
０または別のネットワークを介して、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂなどの非３ＧＰＰアク
セスネットワークを通じて、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇによって
アクセスすることができる、ＲＳＤ　ＡＮＤＳＦである、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２
０８ｃである。
【００５７】
　１または複数のＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、８０２．１１ｕで規定される８０２．１１
に対する標準であるアクセスネットワーククエリプロトコル（ＡＮＡＱ）などのネットワ
ークプロトコルを実装するように構成されてもよい。ＡＰ１７０ａ、１７０ｂ、およびＷ
ＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、８０２．１ｘネットワークで実装す
ることができる汎用広告サービス（ＧＡＳ）プロトコルを実装するように構成されてもよ
い。
【００５８】
　ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂの１または複数のコンポーネントは、サービス２０６ａ、
２０６ｂ、２０６ｃを検出するのに使用することができるゼロ・コンフィギュレーション
（zeroconf）などのネットワークプロトコル、またはＢｏｎｊｏｕｒ（登録商標）などの
ゼロ・コンフィギュレーションの派生実装を実装するように構成されてもよい。
【００５９】
　一部の実施形態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂ、またはＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂの
別のコンポーネントは、ネットワークアドレス変換（ＮＡＴ）を実装するように構成され
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てもよい。ＡＰ１７０ａ、１７０ｂの機能の一部は、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂの別の
ノードもしくはホスト、または、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂがアクセスを提供する別のネッ
トワークによって提供されてもよい。
【００６０】
　Ｄ－ＤＮＳ２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃは、所与の名前に対するＩＰアドレスを返す
ように構成されてもよい。一部の実施形態では、Ｄ－ＤＮＳ２１０ａ、２１０ｂ、２１０
ｃは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに返されるＩＰアドレスを制約
するように構成されてもよい。Ｄ－ＤＮＳ２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃは、ＷＴＲＵ１
０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇがＡＰ１７０ａ、１７０ｂとの関連付けられてい
ない場合に、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに返されるＩＰアドレス
を制約するように構成されてもよい。
【００６１】
　以下の説明を通じて、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＷＴＲＵ
１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇ、またはＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２
ｆ、１０２ｇ、またはＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇのユーザ、また
はＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇのユーザを指してもよい。ＷＴＲＵ
１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、サービス１０６を使用することを望むが、
ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂに関連付けの前にＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂがそのサービ
ス１０６を提供するか否かを知ることを望むことがある。一部の実施形態では、ＷＴＲＵ
１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇをＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂに関連付けるた
めに、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇ、およびＷＬＡＮ１６０ａ、１
６０ｂは、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂを関連付けるための支払い情報を提供するように
ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに要求することができる、マルチステ
ップ処理を実行する。
【００６２】
　加えて、利用可能な多くのＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂが存在してもよく、ならびに、
それらは、それぞれのＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂと関連付けし、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１
０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが使用することを望む１または複数のサービス２０６ａ、２
０６ｂ、２０６ｃに基づいて、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂがＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２
ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに適しているかどうかを評価することが現実的でないことがある
。一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＷＬＡＮ
１６０ａ、１６０ｂを関連付ける前に、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂに対するインターネ
ットプロトコル（ＩＰ）アドレスを有していないことがある。
【００６３】
　図３Ａは、一部の開示される実施形態に従って、事前関連付け検出（ＰＡＤ）に対する
ＩＰアドレスを取得する、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇの例を示す
。一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＩＰアド
レス３０２をランダムに選択してもよい。一部の実施形態では、ＩＰアドレス３０２の組
または空間は、ＰＡＤの目的で割り当てられてもよい。一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１
０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＰＡＤの目的に割り当てられたＩＰアドレス
の空間からランダムにＩＰアドレスを選択してもよい。一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１
０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１
０２ｇの位置、現在の時間、８０２．１１物理アドレス、イーサネットアドレス、または
、ＩＰアドレス空間からすでに取得されたＩＰアドレスを選択する可能性を低減すること
ができる、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇによって使用することがで
きる、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂ、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂ、もしくはＷＴＲＵ１０２
ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに関連付けられた他の番号に基づいている、一部の基
準に基づいてＩＰアドレスを選択してもよい。利用可能なＩＰアドレス３０２の空間は、
事前に定義されてもよい。一部の実施形態では、ＩＰアドレス３０２は、使用に対して制
限されてもよい。制限３０４の例は、期限満了の前にＩＰアドレス３０２を使用すること
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ができる存続期間または時間量、およびＩＰアドレスの期間満了のまえにＩＰアドレス３
０２を使用して送信されたパケット数を含む。ＩＰアドレス３０２の他の制限３０４が使
用されてもよい。一部の実施形態では、制限３０４は事前定義されてもよい。一部の実施
形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが制限３０４を受信しても
よい。
【００６４】
　図３Ｂは、一部の開示される実施形態に従って、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂからＰＡ
Ｄに対するＩＰアドレスを取得するＷＴＲＵの例を示す。一部の実施形態では、ＡＰ１７
０ａ、１７０ｂは、ブロードキャストメッセージ３０６で１または複数のＩＰアドレス３
０２を送信してもよい。ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂは、ブロードキャストメッ
セージ３０６で送信するＡＰ１７０ａ、１７０ｂに対するＩＰアドレス３０２を判定して
もよい。一部の実施形態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂとネットワーク管理１６７ａ、１
６７ｂとは、同一のデバイスに統合されてもよい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２
ｆ、１０２ｇは、ＰＡＤに使用するＩＰアドレス３０２をブロードキャストメッセージ３
０６から選択してもよい。一部の実施形態では、ＩＰアドレス３０２の使用が制限されて
もよい。一部の実施形態では、制限３０４は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂからＷＴＲＵ１０
２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに送信されてもよく、ネットワーク管理１６７ａ、
１６７ｂによって判定されてもよい。一部の実施形態では、ブロードキャストメッセージ
３０６は、サービスダイジェストブロードキャストの一部であってもよい。
【００６５】
　図３Ｃは、一部の開示される実施形態に従って、ＰＡＤに対するＩＰアドレスをＷＬＡ
Ｎ１６０ａ、１６０ｂからＷＴＲＵの取得する例を示す。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、
１０２ｆ、１０２ｇは、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂを介してＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂに
メッセージ３０８を送信し、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂは、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂを
介して応答メッセージ３１０で１または複数のＩＰアドレス３０２で応答する。ネットワ
ーク管理１６７ａ、１６７ｂが１または複数のＩＰアドレス３０２を判定してもよい。メ
ッセージ３０８は、Ｌ２検出方法の一部であってもよい。メッセージ３０８は直接Ｌ２Ｐ
ＡＤクエリであってもよい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが１また
は複数のＩＰアドレス３０２を取得するために、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ
、１０２ｇと、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂとの間でより多くのメッセージ（図示せず）
が交換されてもよい。加えて、メッセージ３０８は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０
２ｆ、１０２ｇがＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂからＩＰアドレス３０２を受信することが
できることを示す、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂからＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０
２ｆ、１０２ｇに受信されるメッセージ（図示せず）への応答であってもよい。
【００６６】
　一部の実施形態では、複数のＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが同一
のＩＰアドレス３０２を使用する場合、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂは、同一のＩＰアド
レス３０２を使用しているＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇの１または
複数を拒否するように構成されてもよい。一部の実施形態では、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６
０ｂは、ＩＰアドレス３０２がＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇによっ
て使用されている場合には、ＩＰアドレス３０２をブロードキャストすることを中止する
ように構成されてもよい。一部の実施形態では、ＩＰアドレス３０２を使用したＷＴＲＵ
１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇのセッション要求が拒否された場合、ＷＴＲＵ
１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、開示される実施形態の１つに従って、別の
ＩＰアドレス３０２を取得し、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂとの新しいセッションを試み
てもよい。一部の実施形態では、セッション要求が拒否された後に、ＷＴＲＵ１０２ｄ、
１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂとの関連付けを試みる前
に、ある期間、待機またはバックオフ（back off）してもよい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０
２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが拒否
された回数と共に増加する期間、待機してもよい。
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【００６７】
　一部の実施形態では、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂは、ブロードキャストするＩＰアド
レスの数を制御することによって、ＰＡＤトラフィックの量を制御してもよく、ＩＰアド
レス３０２をブロードキャストすることを中断することによって、すべてのＰＡＤトラフ
ィックを中断してもよい。
【００６８】
　図４は、一部の開示される実施形態に従って、ＰＡＤ方法の例を示す。方法４００は、
ＩＰアドレス４０２の取得から開始してもよい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ
、１０２ｇは、図３と関連して説明した方法の１つに従って、ＩＰアドレス３０２を取得
してもよい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＩＰアドレス４０２
を８０２．１ｘインタフェースにバインド（bind）してもよい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０
２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂ、またはネットワーク管理１６７
ａ、１６７ｂからセッションＩＤ（図示せず）を取得してもよい。例えば、ＷＬＡＮ１６
０ａ、１６０ｂは、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂと統合されてもよいネットワーク管理１６７
ａ、１６７ｂを使用して、セッションＩＤを判定してもよく、ＡＰ１７０ａ、ＡＰ１７０
ｂを介してＷＴＲＵ１２０ｅ、１２０ｆ、１２０ｇにセッションＩＤを送信してもよい。
【００６９】
　方法４００は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが、Ｄ－ＤＮＳ２１
０ａ、２１０ｂ、２１０ｃに、ＤＩＳ名４０６を含むことができるＤ－ＤＮＳ要求４０４
を送信することを継続してもよい。ＤＩＳ名４０６は、所定のＤＩＳ名４０６であっても
よい。一部の実施形態では、要求はＤＩＳ名４０６およびセッションＩＤを含まなければ
ならない。
【００７０】
　一部の実施形態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ローカルであるＤ－ＤＮＳ２１０ａ
、２１０ｂ、２１０ｃとの通信を除いて、ＩＰアドレス３０２に対するすべての通信を制
限する。Ｄ－ＤＮＳ２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃは、Ｄ－ＤＮＳ２１０ａ、２１０ｂ、
２１０ｃがＡＰ１７０ａ、１７０ｂとコロケートされ、または、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６
０ｂとすることができる、同一のプライベートネットワークの一部である場合に、ローカ
ルとみなされてもよい。例えば、ＡＰ１７０ａは、Ｄ－ＤＮＳ２１０ａと通信するための
ＷＴＲＵ１０２ｅとのすべての通信を制限してもよい。Ｄ－ＤＮＳ２１０ａのＩＰアドレ
スは、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂを介してネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂによってＷ
ＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに提供されてもよい。例えば、ＡＰ１７
０ａ、１７０ｂ、またはネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂは、Ｄ－ＤＮＳ２１０ａ、
２１０ｂ、２１０ｃのＩＰアドレスを、ブロードキャストまたはクエリベースとすること
ができる初期Ｌ２　ＰＡＤプロシージャの一部として提供してもよい。一部の実施形態で
は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＰＡＤの目的で同意されたア
ドレスなどの、別の方式でＤ－ＤＮＳ２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃのＩＰアドレスを判
定してもよい。
【００７１】
　方法４００は、ＤＩＳ名前解決処理４０６を継続してもよい。一部の実施形態では、Ｄ
－ＤＮＳ２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃは、要求されたルックアップ（lookup）を実行し
て、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃのＩＰアドレスを判定してもよい。一部の実施
形態では、Ｄ－ＤＮＳ２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃは、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２
０８ｃのＩＰアドレスを解決することを目的に、ＤＮＳプロキシまたはプロプライエタリ
（proprietary）名前解決サーバとして機能してもよい。一部の実施形態では、Ｄ－ＤＮ
Ｓ２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃは、サポートされるＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８
ｃの一部またはすべてに対し、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃのＩＰアドレスのロ
ーカルリストを保持することができる。一部の実施形態では、Ｄ－ＤＮＳ２１０ａ、２１
０ｂ、２１０ｃは、ＤＩＳ名４１４を、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２
ｇがアクセスを許可される、許可ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃのリストとチェッ
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クするように構成されてもよい。一部の実施形態では、ＤＩＳ名４１４が許可されない場
合、Ｄ－ＤＮＳ２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃはＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ
、１０２ｇにエラーを返す。エラーは、ＰＡＤプロシージャを終了することができ、それ
によりセッションＩＤを無効にすることができる。Ｄ－ＤＮＳ２１０ａ、２１０ｂ、２１
０ｃは、ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂ、またはＡＰ１７０ａ、１７０ｂに、ＷＴ
ＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２
ｆ、１０２ｇがアクセスを許可されていないＤＩＳ名４１４の使用を試みたことを通知し
てもよく、その結果、ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂ、またはＡＰ１７０ａ、１７
０ｂがＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇとのＰＡＤプロシージャを終了
することになる。ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂ、またはＡＰ１７０ａ、１７０ｂ
は、例えば、ＩＰアドレス３０２を無効にし、または、ＩＰアドレスを利用可能なＩＰア
ドレス３０２のプールに戻してもよい。
【００７２】
　方法４００は、Ｄ－ＤＮＳがＤＩＳアクセスの通知をＡＰ４０８に送信することを継続
してもよい。例えば、Ｄ－ＤＮＳ２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃは、解決がＤＩＳ２０８
ａ、２０８ｂ、２０８ｃのＩＰアドレスとすることができる、ＤＩＳ名４１４の解決をＡ
Ｐ１７０ａ、１７０ｂに通知するように構成されてもよい。ネットワーク管理１６７ａ、
１６７ｂ、またはＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、
１０２ｇのＩＰアドレス３０２を、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃのＩＰアドレス
に関連付けるように構成されてもよい。そして、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＷＴＲＵ１
０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃのＩＰ
アドレスと通信することを許可してもよい。Ｄ－ＤＮＳ２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃは
、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃに関する追加的な情報をネットワーク管理１６７
ａ、１６７ｂ、またはＡＰ１７０ａ、１７０ｂに提供してもよい。例えば、Ｄ－ＤＮＳ２
１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃは、ＰＡＤを使用するアプリケーションの詳細および／また
はＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃでの検出のためのプロトコル署名を含んでもよい
。ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂ、またはＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＷＬＡＮ１
６０ａ、１６０ｂ、またはＡＰ１７０ａ、１７０ｂのファイアウォールに署名をロードす
ることにより、ＤＰＩを実行する必要なしに、Ｌ７ベースブロッキングを直ちに有効にす
るように構成されてもよい。一部の実施形態では、ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂ
、またはＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇ
にＰＡＤセッションの残りに対する異なるＩＰアドレスを使用するよう要求することによ
って、Ｄ－ＤＮＳ２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃに応答してもよい（図４には図示せず）
。
【００７３】
　方法４００は、Ｄ－ＤＮＳがＷＴＲＵ４１０に応答を送信することを継続してもよい。
例えば、Ｄ－ＤＮＳ応答４１８は、ＤＩＳ名４１４に基づいているＤＩＳ２０８ａ、２０
８ｂ、２０８ｃのＩＰアドレスを含んでもよい。追加的な情報がＤ－ＤＮＳ応答４１８に
含まれてもよい。例えば、Ｄ－ＤＮＳ応答４１８は、切り替えるのに使用するための新た
なＩＰアドレス、またはＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃと通信するのに使用するＷ
ＴＲＵ４１０の新たなＩＰアドレスを含んでもよい。
【００７４】
　方法４００は、ＷＴＲＵ－ＩＳ　ＰＡＤの交換４１２を継続してもよい。例えば、ＷＴ
ＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇおよびＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８
ｃに特有のプロトコル、セッションが進行し、そこでは、ＰＡＤ情報がＤＩＳ２０８ａ、
２０８ｂ、２０８ｃからＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに送信されて
もよい。一部の実施形態では、ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂ、またはＡＰ１７０
ａ、１７０ｂは、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃのＩＰアドレスおよびＷＴＲＵ１
０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇのＩＰアドレスを認識していることに基づいて、
このセッションを許可するように構成される。
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【００７５】
　一部の実施形態では、Ｄ－ＤＮＳがネットワークに対してローカルであるときのケース
に対し、ＤＮＳベースアプローチの使用をローカルＩＰと組み合わせることができる。広
告されるＤ－ＤＮＳ　ＩＰアドレスはリンクローカルアドレスである。アドレスは、ＰＡ
Ｄプロシージャの残りに対する非リンクローカルＩＰに置き換えられる。リンクローカル
アドレスの使用は、ＩＰセッションに基づいてウェイクアップすることができるバックグ
ラウンドサービスでの、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇ上でのアプリ
ケーションへの影響を最小にする。
【００７６】
　一部の実施形態では、Ｄ－ＤＮＳ２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃは、ＤＩＳ２０８ａ、
２０８ｂ、２０８ｃについてのエントリを含むように最新である必要がある。一部の実施
形態では、図４に示されるＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１
０２ｆ、１０２ｇに対してピアであってもよい。一部の実施形態では、図４の方法４００
はローカルおよびリモートサーバベース検出に使用されてもよい。一部の実施形態では、
図４の方法４００は、リモートのピアツーピア検出には使用されなくてもよい。
【００７７】
　図５は、一部の開示される実施形態に従って、ＰＡＤ方法の一例を示す。図５では、Ａ
Ｐ１７０ａ、１７０ｂが、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇからのメッ
セージを取り込み（capture）、ＰＡＤウェブサーバ５１０に送信する、キャプティブポ
ータル（captive portal）が示さる。
【００７８】
　図５に示されるＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂのネットワー
ク管理１６７ａ、１６７ｂと、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂの送信および受信機能との両方を
表してもよい。例えば、ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂは、ＩＰおよびＨＴＴＰな
どの上位レイヤパケットを傍受および解釈するように構成されてもよい。ネットワーク管
理１６７ａ、１６７ｂ、またはネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂの一部は、ＡＰ１７
０ａ、１７０ｂに組み込まれ、または、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、メッセージをＡＰ１
７０ａ、１７０ｂに送り返すことができる、ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂにメッ
セージを転送してもよい。
【００７９】
　方法５００は、５０２において、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが
ＡＰ１７０ａ、１７０ｂにＨＴＴＰ要求を送信することで開始してもよい。ＷＴＲＵ１０
２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂと比較して、事前承認
または事前関連付け状態にある。方法５００は、ＨＴＴＰツーＨＴＴＰメッセージのリダ
イレクト５０４を継続する。ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＰＡＤ状態にあるＷＴＲＵ１０
２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇがブラウザメッセージを送信し、ＨＴＴＰを使用し
てインターネット１１０へのアクセスを試みるまで、アドレスに関係なく、ＷＴＲＵ１０
２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇからのすべてのメッセージを傍受するように構成さ
れてもよい。ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＨＴＴＰステータスコード「３０２」を有する
すべてのパケットを傍受し、ＰＡＤウェブサーバ５１０のアドレスの情報をパケットに含
めるように構成されてもよい。
【００８０】
　方法５００は、ＰＡＤウェブサーバに案内されるＨＴＴＰ要求５０６を継続してもよい
。ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇからＨ
ＴＴＰパケットを受信し、そのパケットをＰＡＤウェブサーバ５１０にリダイレクトして
もよい。
【００８１】
　方法５００は、ＰＡＤ情報５０８を継続してもよい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１
０２ｆ、１０２ｇは、ＰＡＤウェブサーバ５１０からＰＡＤ情報を受信してもよい。ＷＴ
ＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇとＰＡＤウェブサーバ５１０間の通信は、
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ステップ５０６および５０８で１回または複数回繰り返して継続してもよい。
【００８２】
　一部の実施形態では、初期ＨＴＴＰ要求は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂを認証する前にＷ
ＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇによって行われてもよく、ＷＴＲＵ１０
２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇのユーザに透過に行われてもよい。一部の実施形態
では、専用ドメイン名が使用されてＰＡＤウェブサーバ５１０にアクセスしてもよい。専
用のドメイン名は新たなＤＮＳ名であってもよく、これは必ずしも人間が読むことができ
ないが、機械が理解することができる。一部の実施形態では、「．ｐａｄ」などの、ＰＡ
Ｄを目的とする新たな特別のドメイン名拡張子がＰＡＤ使用に対して予約されてもよい。
【００８３】
　一部の実施形態では、方法５００はローカルおよびリモートピアツーピア検出に使用さ
れる。一部の実施形態では、方法５００は、ローカルおよびリモートピアツーサーバ検出
に使用される。
【００８４】
　図６は、一部の開示される実施形態に従って、ＰＡＤの方法を説明する図である。図６
に示されるＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂのネットワーク管理
１６７ａ、１６７ｂと、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂの送信および受信機能との両方を表すこ
とができる。例えば、ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂは、ＩＰおよびＨＴＴＰなど
の上位レイヤのパケットを傍受および解釈するように構成されてもよい。ネットワーク管
理１６７ａ、１６７ｂ、またはネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂの一部は、ＡＰ１７
０ａ、１７０ｂに組み込まれてもよく、または、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、メッセージ
をＡＰ１７０ａ、１７０ｂに送り返すことができる、ネットワーク管理１６７ａ、１６７
ｂにメッセージを転送してもよい。
【００８５】
　ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇはメッセージ６０２を送信してもよ
い。ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、許可されたメッセージ６０４を使用してメッセージ６０
２を調査するように構成されてもよい。ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＡＰ１７０ａ、１７
０ｂを通じて転送させることになる、許可されるメッセージ６０４の基準を満たすメッセ
ージ６０２のみを許可するように構成されてもよい。許可されるメッセージ６０４は、Ｄ
ＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃのＩＰアドレスのリストを含んでもよい。許可される
メッセージ６０４は、トランスポートプロトコルおよびポートに関する情報、ならびにア
プリケーションの署名も含んでもよく、そのためＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ
、１０２ｇは単に、許可されるメッセージ６０４における情報に従って通信することがで
きる。ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、＜ＩＳ　ＩＰアドレス、アプリケーション署名＞のペ
アが許可されるメッセージ６０４で許可されない限り、すべてのメッセージ６０２をブロ
ックするように構成されてもよい。一部の実施形態では、メッセージ６０２が許可される
メッセージ６０４に準拠するか否かの判定は、計算的に高価であることがある。一部の実
施形態では、ポート番号を調査することによるアプリケーション署名の識別は、ＷＴＲＵ
１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇ、およびＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ
が、サービス検出ではない非ＨＴＴＰアプリケーションに対するＴＣＰポート８０を使用
することに同意し、ならびに、多くのＰＡＤアプリケーションがＨＴＴＰ上で動作する上
位レイヤプロトコルであり、そのためポートベース検査が正当なサービス検出プロトコル
の使用と通常のウェブブラウジングとの違いを区別することができないため、信頼できな
いことがある。加えて、ＤＰＩベースのアプリケーション識別は、時間を要することが多
く、その間に一部のトラフィックが通過するのを許可されることがある。このトラフィッ
クは、メッセージ６０２を選別しているＡＰ１７０ａ、１７０ｂを移動する（get around
）ショート（short）非ＰＡＤセッションであることがある。一部の実施形態では、方法
は、メッセージ６０２が許可されるメッセージ６０４であるか否かを迅速に判定するのに
使用される。
【００８６】
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　図７は、一部の開示される実施形態に従ったＷＴＲＵの図である。一部の実施形態では
、リンクローカルＩＰアドレス７０２は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０
２ｇに使用されてもよい。リンクローカルＩＰアドレス７０２は、同一のＬ２ネットワー
ク上でのデバイスとの通信には十分である。例えば、ＷＬＡＮ１６０ａ（図２）に対する
リンクローカルＩＰアドレスは、ＷＬＡＮ１６０ａにおけるすべてのノードまたはホスト
をアドレス指定するのに十分である。
【００８７】
　方法はリンクローカルＩＰアドレス７０２に使用されてもよい。例えば、ＩＰｖ６メッ
セージが使用されてもよい。方法は以下のように進行し、それが直接Ｌ２上で行われるの
で、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇとＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２
０８ｃとの間のすべての通信は直接の通信になる。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２
ｆ、１０２ｇは、ＩＰｖ６ルータ要請（solicitation）メッセージＩＣＭＰｖ６　Ｔｙｐ
ｅ１３３を発行することによって、ＰＡＤ情報を要請してもよい。一部の実施形態では、
ＰＡＤ広告に対する新たなコードが使用されてもよい。オプションフィールドが、ＷＴＲ
Ｕ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが検出することを望む具体的なサービスをリ
スト化するのに使用されてもよい。一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、
１０２ｆ、１０２ｇ、およびＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは、サービスコードに
２値の表記を使用することに同意している。一部の実施形態では、ＤＩＳ２０８ａ、２０
８ｂ、２０８ｃは、ＩＣＭＰルータ広告（ＲＡ）メッセージ　ＩＣＭＰｖ６　Ｔｙｐｅ１
３４を発行する。新たなコードがＰＡＤの広告に使用されてもよい。ＰＡＤ　ＲＡが、ス
ケジュールされた間隔でブロードキャストされ、および／または、特定のＲＳに応答して
送信されてもよい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＤＩＳ２０８
ａ、２０８ｂ、２０８ｃによって発行されたＰＡＤ　ＲＡを使用して、上位レイヤＰＡＤ
プロシージャを進めてもよい。サポートされるサービスについての特定の情報がオプショ
ンフィールドで送信される場合は、それは、このステップを進めるか否かを決定するのに
ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇによって使用されてもよい。他のＩＣ
ＭＰｖ６メッセージが同様の方法で使用されてもよい。例えば、近隣要請／広告ＩＣＭＰ
ｖ６　Ｔｙｐｅ１３５／１３６が同様の方法で変更されてもよく、または、ＰＡＤ固有の
ＩＣＭＰメッセージが導入されてもよい。一部の実施形態では、ＩＰｖ４　ＲＳ／ＲＡメ
ッセージが使用されてもよい。
【００８８】
　一部の実施形態では、リンクローカルＩＰアドレス７０２を使用は、ＷＴＲＵ１０２ｄ
、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇがローカルピアおよびサーバと通信することを可能にす
るが、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇがリモートのピアまたはサーバ
と直接通信することは許可されなくてもよい。一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、
１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、アプリケーション７０４をウェイクアップさせないよ
うに、リンクローカルＩＰアドレス７０２を使用してＡＰと通信してもよい。一部の実施
形態では、ＡＰは、非リンクローカルＩＰアドレスを使用することによって、ＷＴＲＵ１
０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇとＤＩＳの間で透過的にメッセージを中継して、
ＤＩＳと通信し、リンクローカルＩＰアドレスを使用して、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ
、１０２ｆ、１０２ｇと通信する。一部の実施形態では、ＡＰは、許可されるメッセージ
６０４とともに、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇによって送信される
メッセージを監視し、許可されるメッセージ６０４ではないメッセージが送信された場合
、ＡＰは措置をとってもよい。ＡＰがとることができる措置の一部の例は、ＷＴＲＵ１０
２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇ、セッションＩＤを無効化すること、メッセージを
破棄すること、およびＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに警告を送信す
ることを含む。
【００８９】
　図８Ａは、一部の開示される実施形態に従ったＰＡＤの方法を示す。図８に示されるＡ
Ｐ１７０ａ、１７０ｂは、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂのネットワーク管理１６７ａ、１
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６７ｂと、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂの送信および受信機能との両方を表すことができる。
例えば、ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂは、ＩＰおよびＨＴＴＰなどの上位レイヤ
のパケットを傍受および解釈するように構成されてもよい。ネットワーク管理１６７ａ、
１６７ｂ、またはネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂの一部は、ＡＰ１７０ａ、１７０
ｂに組み込まれ、または、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、メッセージをＡＰ１７０ａ、１７
０ｂに送り返すことができる、ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂにメッセージを転送
してもよい。
【００９０】
　方法８００は、オプションで、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂが、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２
ｅ、１０２ｆ、１０２ｇにサービスダイジェスト８０２を送信することで開始してもよい
。サービスダイジェスト８０２は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂから送信されるブロードキャ
ストメッセージであってもよい。サービスダイジェスト８０２は、利用可能なサービス２
０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃの要約を含んでもよい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０
２ｆ、１０２ｇは、サービスダイジェスト８０２を調査し、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ
、１０２ｆ、１０２ｇが求めているサービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃがＡＰ１７０
ａ、１７０ｂを通じて存在しているか否かを判定するように構成されてもよい。ＡＰ１７
０ａ、１７０ｂ、およびＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、Ｌ２ブロ
ードキャストベースサービス検出を使用してサービスダイジェスト８１６を送信および受
信するように構成されてもよい。サービスダイジェスト８１６は、ＡＰ１７０ａ、１７０
ｂによって利用可能なすべてのサービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃを含まなくてもよ
い。
【００９１】
　方法８００は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇがＰＡＤセッション
要求８０４を開始することを継続してもよい。図８Ｂに示すＰＡＤセッション要求８０４
は、ＷＴＲＵ識別子８１８、セッション識別子（ＩＤ）８２０、およびサービス識別子８
２２を含んでもよい。ＷＴＲＵ識別子８１８の例は、ＭＡＣ　ＩＤおよびランダムに生成
された値を含む。
【００９２】
　ＷＴＲＵ識別子８１８はまた、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃに対する認証を開
始するために必要なパブリック識別情報も含んでもよい。セッション識別子８２０は単に
、ランダムに生成された値であってもよい。サービス識別子８２２は、ＷＴＲＵ１０２ｄ
、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇがそれに関する情報を検出または受信することに関心が
あるサービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃを示す値または名前であってもよい。ＷＴＲ
Ｕ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、サービスダイジェスト８１６から導出さ
れる情報を使用して、サービス識別子８２２の値を判定してもよい。
【００９３】
　方法８００は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂがＰＡＤセッション要求８０６にサービスする
か否かを判定してもよい。一部の実施形態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＡＰ１７０
ａ、１７０ｂの負荷と、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂがＰＡＤセッション要求８０４にサービ
スすることができると判定するか否かに基づいて、ＰＡＤセッション要求８０４にサービ
スするか否かを判定するように構成されてもよい。一部の実施形態では、ＡＰ１７０ａ、
１７０ｂは、ＷＴＲＵ識別子８１８またはセッション識別子８２０に基づいて、ＰＡＤセ
ッション要求８０４にサービスするか否かを判定してもよい。
【００９４】
　ＡＰ１７０ａ、１７０ｂがＰＡＤセッション要求８０４にサービスすると判定した場合
、方法８００は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂがＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃにセッ
ション開始８０８を送信することを継続してもよい。ＰＡＤセッション開始８０８は、Ａ
Ｐ１７０ａ、１７０ｂの識別情報を含んでもよい。識別情報は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０
２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇによって使用されるセッション識別子８２０とは異なってもよ
い、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂに対するセッションＩＤであってもよい。ＡＰ１７０ａ、１
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７０ｂは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇのセッションの識別８２０
とＡＰ１７０ａ、１７０ｂのセッション識別子との一意の対応関係を、ＤＩＳ２０８ａ、
２０８ｂ、２０８ｃと共に保持するように構成されてもよい。
【００９５】
　一部の実施形態では、ＷＴＲＵ識別子８１８は、ＰＡＤセッション開始メッセージ８０
８に含まれてもよい。一部の実施形態では、ＷＴＲＵ識別子８１８は全く必要でなくても
よい。一部の実施形態では、ＷＴＲＵ識別子８１８は、後続の交換の一部として、ＤＩＳ
２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃによって要求されてもよい。
【００９６】
　方法８００は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇとＤＩＳ２０８ａ、
２０８ｂ、２０８ｃとの間でのＷＴＲＵ－ＤＩＳ　ＰＡＤ交換８１０を継続してもよい。
ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは透過的な中継器の役割を果たしてもよい。一部の実施形態では
、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃからＡＰ１７０ａ、
１７０ｂへのメッセージに対して１つのプロトコルを使用し、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂか
らＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに対して別のプロトコルを使用する
ように構成されてもよい。
【００９７】
　一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇ、およびＡＰ
１７０ａ、１７０ｂのカプセル化は、ＡＮＱＰを含んでもよい。一部の実施形態では、Ｗ
ＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇ、およびＡＰ１７０ａ、１７０ｂのカプ
セル化は、ＧＡＳのトップにおいて定義されたプロトコルであってもよい。一部の実施形
態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂ、およびＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃのカプセ
ル化は、ＲＡＤＩＵＳ、ＤＩＡＭＥＴＥＲ、または８０２．２１プロトコルの１または複
数を含んでもよい。
【００９８】
　方法８００は、ＰＡＤセッション完了８１２を継続してもよい。一部の実施形態では、
ＷＴＲＵ－ＤＩＳ　ＰＡＤの交換８１０は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂに対して透過である
。一部の実施形態では、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃは、ＡＰ１７０ａ、１７０
ｂとのセッションを終了する。
【００９９】
　方法８００は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂがＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１
０２ｇにＰＡＤセッション終了８１４を送信することを継続してもよい。一部の実施形態
では、方法８００は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１２０ｇとＤＩＳ２０８
ａ、２０８ｂ、２０８ｃとの間の通信をＡＰ１７０ａ、１７０ｂに対して透過的に容易に
することができる、定義されたＥｔｈｅｒＴｙｐｅを有するプロトコルを使用する。一部
の実施形態では、ＥｔｈｅｒＴｙｐｅに対する新たなタイプが方法８００で使用されるプ
ロトコルに定義される。一部の実施形態では、新たなＥｔｈｅｒＴｙｐｅプロトコルを定
義するのではなく、既存のＥｔｈｅｒＴｙｐｅプロトコル、例えばＥＡＰまたは８０２．
２１がＰＡＤ検出に対して変更され、変更されたＥｔｈｅｒＴｙｐｅプロトコルが使用さ
れる。
【０１００】
　一部の実施形態では、サービスダイジェスト８１６は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂがサポ
ートするＰＡＤセッションの数を制御し、したがってＰＡＤサービス検出によって生じる
トラフィックのオーバーヘッドを制御するように使用されてもよい。一部の実施形態では
、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂが有効なＰＡＤセッション要求８０４の数を制御するように構
成されているときに、ＰＡＤセッション要求８０４を使用することに基づいているサービ
ス妨害（ＤｏＳ）攻撃は、ＤｏＳが、ＰＡＤセッションを開始するための有効なＰＡＤセ
ッション要求８０４の数に制限されるため、失敗することがある。
【０１０１】
　一部の実施形態では、Ｐ１７０ａ、１７０ｂは、１つまたは数個の要求識別子をサービ
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スダイジェスト８１６の一部としてブロードキャストする。一部の実施形態では、ＰＡＤ
サービス検出セッションを開始することを望むＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、
１０２ｇは、そのブロードキャストされた識別子の１つを、ＰＡＤサービス検出セッショ
ンの継続時間に固定することができるセッションＩＤ８２０として使用しなければならな
い。一部の実施形態では、２つ以上のＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇ
が同時に同一のセッションＩＤ８２０を使用して、ＰＡＤセッション要求８０４を行う場
合、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、それらのＰＡＤセッション要求８０４のうち１つ以外は
拒否する。ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、セッションＩＤ８２０が使用されると、セッショ
ンＩＤ８２０のブロードキャストを中断するように構成されてもよい。ＰＡＤセッション
要求８０４が拒否された１または複数のＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２
ｇは、新たなサービスダイジェスト８１６をリスン（listen）し、ＰＡＤセッション要求
８０４を開始する前に、新たなセッションＩＤ８２０を選択する。一部の実施形態では、
ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、バックオフプロシージャを使用し
て、ＰＡＤセッション要求８０４を送信する前に、どの程度待機するかを判定してもよい
。
【０１０２】
　一部の実施形態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、サービスダイジェスト８１６でブロ
ードキャストされるセッションＩＤ８２０の数を制御することによって、ＰＡＤサービス
検出トラフィックの量を制御してもよい。一部の実施形態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂ
は、セッションＩＤ８２０のブロードキャストを中断することによって、すべてのＰＡＤ
サービス検出トラフィックを中断してもよい。
【０１０３】
　一部の実施形態では、ＥＡＰＯＬがＥＡＰトランスポートに使用され、ＰＡＤセッショ
ン要求８０４を、新たなＴＬＶタイプがサービス検出要求に対して定義される、ＥＡＰＯ
Ｌ－Ｓｔａｒｔを使用して搬送することができる。そして、直接ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０
２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに送信されるＥＡＰ－要求／識別でのＥＡＰ交換が、ＰＡＤ検
出に使用されてもよい。
【０１０４】
　図９は一部の開示される実施形態に従った、セッションダイジェストを使用してＰＡＤ
セッションＩＤがブロードキャストされる、ＰＡＤ検出の方法を示す。図９および図１０
に示すＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂのネットワーク管理１６
７ａ、１６７ｂと、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂの送信および受信機能との両方を表すことが
できる。例えば、ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂは、ＩＰおよびＨＴＴＰなどの上
位レイヤのパケットを傍受および解釈するように構成されてもよい。ネットワーク管理１
６７ａ、１６７ｂ、またはネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂの一部は、ＡＰ１７０ａ
、１７０ｂに組み込まれ、または、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、メッセージをＡＰ１７０
ａ、１７０ｂに送り返すことができる、ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂにメッセー
ジを転送してもよい。
【０１０５】
　ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇがコン
タクトを試みているＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃを確立する必要があることがあ
る。一部の実施形態では、存在し得るＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃの数と、ＥＡ
Ｐに対して可能なメソッドの定義の数に起因して、ＥＡＰに対する各ＰＡＤ検出要求に対
して、方法を定義することはできない。
【０１０６】
　ＰＡＤセッションを開始するための２つの代替が開示され、１つが図９に示され、もう
１つが図１０に示される。
【０１０７】
　１つの代替は、セッションダイジェスト８１６からのセッションＩＤ８２０を使用する
。方法９００は、ＥＡＰ－要求／識別９０２を開始してもよい。方法９００は、ＥＡＰ－
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応答／識別９０４を継続してもよい。ＥＡＰ－応答／識別９０４は、ＩＥＥＥ８０２ベー
スのシステムでは、ＥＡＰＯＬ－ＥＡＰ　ＰＤＵでトランスポートされてもよい。ＡＰ１
７０ａ、１７０ｂは、ＥＡＰ－応答／識別９０４におけるＥＡＰセッション識別子を調査
することによって、ＥＡＰ－応答／識別９０４をＰＡＤセッション要求として識別するよ
うに構成されてもよい。ＥＡＰトランスポートにＥＡＰＯＬが使用される場合は、ＥＡＰ
－応答／識別９０４は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂに送信される前に、ＥＡＰＯＬ－ｓｔａ
ｒｔがＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇによって送信されなくてもよい
。ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＰＡＤセッションに関連付けられた識別子に対するＥＡＰ
ＯＬ－Ｓｔａｒｔを生成するように構成されてもよい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１
０２ｆ、１０２ｇは、ＥＡＰＯＬ－ｓｔａｒｔを発行せずに、サービスダイジェスト８１
６からのＥＡＰＯＬ－ＥＡＰメッセージを処理するように構成されてもよい。方法９００
の残りは、ＰＡＤセッションを開始するための第２の代替が図１０との関連で開示された
後に開示される。
【０１０８】
　図１０は、一部の開示される実施形態に従った、ここではＥＡＰＯＬ　ｓｔａｒｔが使
用されるＰＡＤ検出の方法を示す。図１０に示すのは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１
０２ｆ、１０２ｇが、セッションダイジェスト８１６からのセッションＩＤ８２０を使用
しなくてもよい、ＰＡＤセッションを開始するための第２の代替である。ＥＡＰＯＬがＥ
ＡＰトランスポートに使用される場合、セッション要求を、新たなＴＬＶタイプがサービ
ス検出要求に対して定義されてもよい、ＥＡＰＯＬ－Ｓｔａｒｔ１００２を使用して搬送
することができる。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに直接送信される
ＥＡＰ－要求／識別１００４での典型的なＥＡＰ交換は、新たなＴＬＶタイプで使用され
てもよい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＥＡＰ－応答／識別１
００５で応答する。
【０１０９】
　上記開示した図９および図１０における２つの代替の１つを使用してＰＡＤセッション
が開始すると、方法９００および１０００は次いでメソッド［ＰＡＤ－ｐｕｂｌｉｃ］９
０６、１００６でＥＡＰ－要求を継続する。一部の実施形態では、単一のＥＡＰメソッド
が、９０６、１００６のようにＰＡＤプロシージャが現在使用されていることを示すよう
に使用される。ＥＡＰメソッドは、図９および図１０に示すタイプＰＡＤ－ｐｕｂｌｉｃ
であってもよい。
【０１１０】
　方法９００および１０００は、メソッド［ＰＡＤ－ｐｕｂｌｉｃ、ＤＩＳ情報］９０８
、１００８でのＥＡＰ－応答を継続する。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０
２ｇは、メソッドとともに、Ｔｙｐｅ－ＤａｔａフィールドであるＤＩＳ情報におけるＤ
ＩＳ２０８の名前を示すＥＡＰ－応答で、メッセージ９０６、１００６に応答する。
【０１１１】
　一部の実施形態では、Ｔｙｐｅ－Ｄａｔａフィールドは、ＥＡＰの実装に対して約１０
２０オクテットに制限される。ＤＩＳ情報は、ベンダ固有のＤＩＳ識別子を含んでもよく
、汎用記述言語、例えばＸＭＬがサポートされる必要があることがある。ＤＩＳ情報は、
１０２０オクテットよりも大きいことがあり、単一のＴｙｐｅ－Ｄａｔａフィールドに収
まらないことがある。一部の実施形態では、Ｔｙｐｅ－Ｄａｔａフィールドは、ＷＴＲＵ
１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇがより多くのデータを有すること、または、Ｗ
ＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇの応答が完了したことを、ＡＰ１７０ａ
、１７０ｂに示すフラグを含み、それによりＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、さらなるＤＩＳ
情報を送信するためにＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに対してメソッ
ドとともに別のＥＡＰ－要求９１０、１０１０を生成する。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ
、１０２ｆ、１０２ｇの応答９１２、１０１２は、さらに多くのＤＩＳ情報を送信する必
要があることをフラグで示してもよく、その場合、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは上記プロセ
スを繰り返し、メソッド［ＰＡＤ－ｐｕｂｌｉｃ］９１０、１０１０でＥＡＰ－要求を送
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信する。方法９００および１０００は、ＣＬ－ＤＩＳ　ＰＡＤ　ＥＸＣＨＡＮＧＥ９１４
、１０１４を継続してもよい。ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＥＡＰメッセージをルーティ
ングするために、宛先ＤＩＳにセッションＩＤを関連付けるように構成されてもよい。Ｃ
Ｌ－ＤＩＳＰＡＤ　ＥＸＣＨＡＮＧＥ９１４、１０１４は、方法８００と同様に終了され
てもよい。一部の実施形態では、方法９００および１０００は、方法８００と比較して、
少なくとも２つの追加的ステップを有する。
【０１１２】
　一部の実施形態では、汎用広告プロトコル（ＧＡＳ）が使用される。一部の実施形態で
は、新たなＧＡＳプロトコル値を予約することによって、新たなＧＡＳベースプロトコル
が使用される。一部の実施形態では、ＧＡＳプロトコル値およびＥｔｈｅｒＴｙｐｅの両
方を有するという利点を有する、８０２．２１媒体非依存ハンドオフ（ＭＩＨ：media in
dependent handoff）情報サービスであるサービス２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃが定義
される。
【０１１３】
　一部の実施形態では、第２のＰＡＤ関連ＥＡＰメソッド、ＥＡＰ－Ｐｒｉｖａｔｅが定
義される。ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＥＡＰ－Ｐｒｉｖａｔｅメソッドが示されるとき
に、パケットを調査することなく、ＥＡＰパケットをＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８
ｃに転送するように構成されてもよい。ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＥＡＰ－Ｐｒｉｖａ
ｔｅメソッドが示されるときに、パケットを調査することなく、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０
２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇからのＥＡＰパケットをカプセル化するように構成されてもよ
い。ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＲＡＤＩＵＳ、ＤＩＡＭＥＴＥＲなどの別のプロトコル
を使用して、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃへのパケットをカプセル化してもよく
、ＥＡＰＯＬを使用して、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃからＷＴＲＵ１０２ｄ、
１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇへのパケットをカプセル化してもよい。方法９００および
１０００は、リモートであるＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃにアクセスするのに使
用されてもよい。
【０１１４】
　一部の実施形態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０
２ｆ、１０２ｇからＡＰ１７０ａ、１７０ｂへのオープンアクセスを提供し、それによっ
て、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂと通信することが可能なＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０
２ｆ、１０２ｇは、認証とともにＡＰ１７０ａ、１７０ｂとのＰＡＤ方法を開始すること
ができる。一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、
ＡＰ１７０ａ、１７０ｂに対して自身を識別してもよいが、その識別は認証されないこと
がある。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇの識別は、ＭＡＣ　ＩＤまた
は任意に生成された使い捨ての値を含んでもよい。一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２
ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇとＡＰ１７０ａ、１７０ｂ間のＰＡＤ検出通信は、セ
キュアとされない。一部の実施形態では、リンクセキュリティおよびデバイスセキュリテ
ィに対する公知の技術が、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇ、およびＡ
Ｐ１７０ａ、１７０ｂによって利用されてもよい。ＰＡＤ検出の例は、ＷＴＲＵ１０２ｄ
、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇがサービス名などのパブリックに知られている値を要求
することである。
【０１１５】
　一部の実施形態では、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃと、ＡＰ１７０ａ、１７０
ｂと、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇとの間で、認証されたセキュリ
ティが要求されてもよい。例えば、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃがＷＴＲＵ１０
２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに、所与のＡＰ１７０ａ、１７０ｂに対するサービ
ス固有のアクセス認証情報を提供するときである。
【０１１６】
　一部の実施形態では、同一のセッションに関連付けられたすべてのパケットが、同一の
端末、例えばＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇ、またはＤＩＳ２０８ａ
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、２０８ｂ、２０８ｃから発信されているという保証を要求する形態のセキュリティが使
用される。一部の実施形態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２
ｅ、１０２ｆ、１０２ｇと、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃとの通信に対して透過
である。一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇがＡＰ
１７０ａ、１７０ｂを使用してＰＡＤを行えるように、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは単に、
以下の情報、すなわち、大まかな意味でのＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０
２ｇの識別、大まかな意味でのＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃの識別、および検出
セッション情報を要求する。一部の実施形態では、以下の検出セッションコマンドの組が
、開始、終了、要求、および応答に使用されてもよい。
【０１１７】
　一部の実施形態では、汎用サービス識別が提供される。例えば、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１
０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇとＤ
ＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃとが事前に同意した汎用名を使用して、ＤＩＳ２０８
ａ、２０８ｂ、２０８ｃを識別することができる。ＡＰ１７０ａ、１７０ｂが汎用名を認
識している場合は、その汎用名のみに基づいて、ＤＩＳ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃと
の通信の手段を判定することができる。そうでない場合、一部の実施形態では、ＡＰ１７
０ａ、１７０ｂは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇへの適切なエラー
メッセージで検出セッションを終了する。
【０１１８】
　一部の実施形態では、間接的検出に使用されるプロトコルは、８０２　ＭＡＣおよび３
ＧＰＰの集合である少なくとも主要なＬ２技術によって上位レイヤプロトコルとして識別
可能である。一部の実施形態では、サポートされる３ＧＰＰプロトコルまたは標準の変更
が間接的検出に使用される。
【０１１９】
　一部の実施形態では、適切なＷＴＲＵ－ＤＩＳセキュリティが使用される場合は、ＡＰ
１７０ａ、１７０ｂによるマンインザミドル（man-in-the-middle）攻撃が、ＷＴＲＵ－
ＤＩＳセキュリティによって防御可能である。
【０１２０】
　一部の実施形態では、国際的に標準化されたサービス命名規則は使用されない。一部の
実施形態では、国際的に標準化されたサービス名のセットが使用される。例えば、サービ
ス名ルックアップサービス、サービス名に対するＤＮＳが使用されてもよい。一部の実施
形態では、サービスプロバイダは、自身のサービス名をＡＰ１７０ａ、１７０ｂにロード
する。ロードされた名前は、その後サービスプロバイダに対してプライベートになり、国
際的に取り決められた規則に従う必要はない。
【０１２１】
　図１１は、一部の開示される実施形態に従った方法を示す。図１１に示されるＡＰ１７
０ａ、１７０ｂは、ＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂのネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂ
と、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂの送信および受信機能との両方を表すことができる。例えば
、ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂは、ＩＰおよびＨＴＴＰなどの上位レイヤのパケ
ットを傍受および解釈するように構成されてもよい。ネットワーク管理１６７ａ、１６７
ｂ、またはネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂの一部は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂに組
み込まれ、または、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、メッセージをＡＰ１７０ａ、１７０ｂに
送り返すことができる、ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂにメッセージを転送しても
よい。
【０１２２】
　方法１１００は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇがメッセージを送
信するＡＰ１７０ａ、１７０ｂを選択することで開始してもよい。一部の実施形態では、
ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１
０２ｆ、１０２ｇがポリシを取得することができるＡＮＤＳＦサーバ１１０２とのＥＡＰ
ベース交換を可能にする、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂを選択する。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０
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２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが加入しているモバイルオペレータは、所与のＷＴＲＵ１０２
ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇにサービスすることができる１または複数のＡＮＤＳ
Ｆサーバ１１０２を維持してもよい。新たなＥＡＰメソッドは、ＡＮＤＳＦサーバ１１０
２からプロビジョニングされたＭＯを取得するＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、
１０２ｇに対するＥＡＰ－ＡＮＤＳＦに定義されてもよい。
【０１２３】
　一部の実施形態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＡＮＤＳＦサーバ１１０２の利用可
能性を、ビーコンフレーム上で広告してもよい。一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ
、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇおよびＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＡＮＱＰに従ってパ
ケットを交換して、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂが、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ
、１０２ｇがクエリしようとするモバイルオペレータのＡＮＤＳＦサーバ１１０２へのア
クセスを提供するか否かを判定してもよい。一部の実施形態では、ＡＮＤＳＦサーバ１１
０２は、ＡＮＤＳＦサーバ１１０２の名前に対する適切な標準で定義される名前で識別さ
れる。一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇはＡＮＱ
Ｐを使用して、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂが、ＥＡＰ－ＡＮＤＳＦ、ならびに、ＡＰ１７０
ａ、１７０ｂがアクセスを許可するＡＮＤＳＦサーバ１１０２のリストをサポートするか
、または、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂが、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２
ｇがアクセスしようとするＡＮＤＳＦサーバ１１０２へのアクセスを許可するかどうか、
を検出してもよい。
【０１２４】
　方法１１００は、ＥＡＰ－ＡＮＤＳＦ交換１１０６を継続してもよい。ＷＴＲＵ１０２
ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂとのＥＡＰベース交換を
開始してもよいが、これは図には示さない。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１
０２ｇはメッセージを送信して、ＥＡＰ－ＡＮＤＳＦ交換１１０６を開始してもよい。一
部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＡＰ１７０ａ
、１７０ｂを認証するが、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂとの関連付けはせず、または、ＡＰ１
７０ａ、１７０ｂからＩＰアドレスを取得することもしない。一部の実施形態では、ＥＡ
Ｐ　ｏｖｅｒ　ＬＡＮ　Ｅｔｈｅｒｔｙｐｅが使用される。一部の実施形態では、検出プ
ロトコルをトランスポートするために新たなＥｔｈｅｒｔｙｐｅが定義される。
【０１２５】
　一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＡＰ１７
０ａ、１７０ｂへの関連付けを行わない。一部の実施形態では、ＧＡＳプロトコルは、Ｅ
ＡＰ要求／応答メッセージを搬送するように変更される。一部の実施形態では、ＥＡＰ応
答は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇからのＧＡＳクエリメッセージ
にマッピングされ、ＥＡＰ要求は、ＧＡＳ広告応答にマッピングされる。一部の実施形態
では、ＧＡＳプロトコルは、ＡＮＤＳＦ管理オブジェクト（ＭＯ）の検出に対応するよう
に異なって変更される。
【０１２６】
　一部の実施形態では、ＧＡＳプロトコルは宛先としての広告サーバとの通信に設計され
ているので、ＥＡＰ－ＡＮＤＳＦメソッドは、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂ、または別のエン
ティティにおいてＥＡＰ－ＡＮＤＳＦピアレベル通信の終了を可能にしてもよい。一部の
実施形態では、ＥＡＰ－ＡＮＤＳＦ１１０６は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂ、またはネット
ワークの別のエンティティで終了してもよい。この場合、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂ、また
はネットワークの別のエンティティのいずれかは、ＡＮＤＳＦサーバ１１０２との通信を
引き継いでもよい。例えば、図１１に示すように、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、メッセー
ジＥＡＰ－ＡＮＤＳＦ１１０８をＡＮＤＳＦサーバ１１０２に送信する。１１０６および
１１０８の両方は、複数の通信を含んでもよい。一部の実施形態では、他のネットワーク
エンティティは、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂのローカルエリアネットワークに関連付けられ
たＡＮＤＳＦプロキシサーバ（図示せず）であってもよい。
【０１２７】
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　一部の実施形態では、ＧＡＳプロトコルは、直接ＡＮＤＳＦサーバ１１０２で終了し、
そのためＡＮＤＳＦサーバ１１０２がＧＡＳに対する広告サーバとして機能してもよい。
したがって、ＥＡＰ－ＡＮＤＳＦ１１０６はＡＰ１７０ａ、１７０ｂを通り、ＡＮＤＳＦ
サーバ１１０２で終了する。
【０１２８】
　方法は、ＡＮＤＳＦ　ＭＯの交換１１１０を継続する。ＭＯは、プロビジョニングされ
、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに送信されてもよい。ＭＯは、完全
なＭＯの簡潔（abbreviated）バージョンであってもよい。一部の実施形態では、ＡＰ１
７０ａ、１７０ｂ、または別のネットワークエンティティがＡＮＤＳＦ　ＭＯ１１１０を
受信し、それをＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに送信してもよい。
【０１２９】
　方法は、１１１２で継続してもよい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２
ｇは、プロビジョニングされたＭＯに基づいて、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂに関連付けられ
たＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂの認証を進めるか否か、および一部の実施形態では関連付
けを進めるか否か、または、別のＷＬＡＮ１６０ａ、１６０ｂを選択およびアクセスする
か否かを判定してもよい。
【０１３０】
　一部の実施形態では、ＥＡＰ－ＡＮＤＳＦがＥＡＰメソッドとして定義され、プロプラ
イエタリまたはインターネット割当て番号機関（ＩＡＮＡ）に登録されたＥＡＰメソッド
番号を有する。ＥＡＰ－ＡＮＤＳＦプロトコルまたはメソッドは、一部の実施形態では、
ＥＡＰ要求／応答の交換が使用されて、ＡＮＤＳＦに対するセキュリティプロトコルとし
て許可されたものとして識別される進化型パケットコアに対する３ＧＰＰセキュリティプ
ロトコルで記述されるセキュリティプロトコルに対するプロトコルメッセージを搬送する
。ＥＡＰが複数回の要求／応答を可能にするため、完全なプロトコル、例えばｈｔｔｐｓ
、またはオープンモバイルアライアンス（ＯＭＡ）デバイス管理（ＤＭ）ブートストラッ
プが実装されてもよい。
【０１３１】
　ＡＮＤＳＦサーバとの間のセキュリティ確立が成功して完了すると、ＡＮＤＳＦサーバ
は、ＥＡＰ成功メッセージの代わりに、ＥＡＰ要求メッセージを使用して成功を示しても
よい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＥＡＰ応答メッセージを使
用して、適切なＭＯを要求してもよい。ＡＮＤＳＦサーバは、ＥＡＰ要求メッセージを使
用してＭＯを提供してもよい。ＥＡＰは各要求に対して応答を必要とするため、ＵＥはそ
のような各要求への応答を生成してもよい。応答は空であってよく、例えばＡＮＤＳＦに
対する情報を搬送せず、または、さらに多くの情報、例えばさらに多くのＭＯに対する要
求、もしくは、すべての必要な情報が受信され、通信を停止することができることのイン
ジケーションを含んでもよい。
【０１３２】
　ＡＮＤＳＦ　ＭＯがＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇにプロビジョニ
ング（provision）されると、ＡＮＤＳＦサーバは、ＥＡＰ成功および／またはＥＡＰ失
敗メッセージを発行する。どちらもＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇと
のＥＡＰの交換を終了してもよい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが
ＡＰ１７０ａ、１７０ｂと関連付けられていた場合は、それは、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂ
との関連付けを解除し（disassociate）、または、実際にそれを認証するための第２のＥ
ＡＰ交換を開始しなければならない。一部の実施形態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂがそ
れを通常のケースと見なすためＥＡＰ失敗メッセージが好ましいが、ＥＡＰ成功の使用が
許可される。一部の実施形態では、非関連付けアプローチ、例えばＧＡＳが使用されてＡ
ＮＤＳＦにアクセスした場合は、ＥＡＰ失敗または成功の選択は関係しないことがある。
【０１３３】
　一部の実施形態では、サービスは階層で定義される。例えば、最上位レベルはサービス
カテゴリ、例えばプリンタ、映像、ＶＰＮ、ゲームなどであってもよく、１または複数の



(32) JP 2015-518297 A 2015.6.25

10

20

30

40

50

詳細なレベルがサービスカテゴリの下に追加されてもよい。例えば、プリンタのサービス
カテゴリは、３Ｄプリンタ、カラープリンタ、プリンタモデルのサービスの記述（descri
ption）を有してもよい。
【０１３４】
　別の例では、プリンタに対するサービス記述は、カラー、ブラック、ホワイト、または
３Ｄプリンタであるプリンタタイプであってもよく、および、支払われることになるプリ
ンタの料金または無料であるかなどである。別の例は、ビデオとなるサービスカテゴリ、
ストリーミングされることになるサービス記述、プリペイドなどに対するものである。別
の例として、サービスカテゴリはゲームであってもよく、サービス記述はマルチプレイヤ
、カードゲーム、人間対コンピュータなどであってもよい。一部の実施形態では、サービ
ス記述は、下位カテゴリも有してもよい。例えば、マルチプレイヤがさらに、一人称シュ
ーティング（first person shoot）、戦略ボードゲームなどの下位カテゴリを有してもよ
い。
【０１３５】
　図１２は、一部の開示される実施形態に従った方法を示す。図１３は、サービスカテゴ
リのビットマップを示す。図１２に示すＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＷＬＡＮ１６０ａ、
１６０ｂのネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂと、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂの送信およ
び受信機能との両方を表すことができる。例えば、ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂ
は、ＩＰおよびＨＴＴＰなどの上位レイヤのパケットを傍受および解釈するように構成さ
れてもよい。ネットワーク管理１６７ａ、１６７ｂ、またはネットワーク管理１６７ａ、
１６７ｂの一部は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂに組み込まれ、または、ＡＰ１７０ａ、１７
０ｂは、メッセージをＡＰ１７０ａ、１７０ｂに送り返すことができる、ネットワーク管
理１６７ａ、１６７ｂにメッセージを転送してもよい。
【０１３６】
　一部の実施形態では、サービスカテゴリのビットマップ１３００は、プリントサービス
インジケーション１３０２、映像サービスインジケーション１３０４、およびゲームサー
ビスインジケーション１３０６を含んでもよい。Ａ１は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂを介し
て一部のサービスが、サービスカテゴリが示されるのとともに提供されることを示すのに
使用される。例えば、プリントサービスインジケーション１３０２におけるサービスカテ
ゴリのビットマップ１３００におけるａ１は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂを通じてプリント
サービスが利用可能であることを示してもよい。一部の実施形態では、サービスカテゴリ
プリントサービスインジケーション１３０２、映像サービスインジケーション１３０４、
ゲームサービスインジケーション１３０６は、サービスカテゴリ１３００において異なっ
て表されてもよい。サービスカテゴリ１３００は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２
ｆ、１０２ｇによって最も頻繁に要求されるサービス、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂが販売し
ようとするサービスなどの基準に基づいて選択された利用可能なサービスカテゴリ１３０
０のサブセットであってもよい。一部の実施形態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、サー
ビスカテゴリ１３００にサービスを含めるために料金を課してもよい。
【０１３７】
　方法１２００は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂが、サービスカテゴリのビットマップ１３０
０を含むフレーム１２０２を、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに送信
することを開始してもよい。一部の実施形態では、フレーム１２０２は、例えば特殊目的
のビーコンであってもよく、例えば、ビーコンは、通常は１００ｍｓごとに送信される通
常のビーコンよりも少ない間隔で送信されてもよい。一部の実施形態では、ＡＰ１７０ａ
、１７０ｂは、サービスカテゴリ１３００またはサービスカテゴリのサブセットを、ブロ
ードキャストフレームまたはマルチキャストフレーム、例えばビーコン、ショートビーコ
ン、ＦＩＬＳ検出またはブロードキャストプローブ応答フレームでブロードキャストする
。一部の実施形態では、フレーム１２０２を、周期的に、または何らかのトリガで送信す
ることができる、パブリック動作フレームを使用して搬送することができる。一部の実施
形態では、サービスカテゴリのビットマップ１３００を、サービスカテゴリのビットマッ
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プ１３００が含まれる拡張型能力情報フィールド上で送信されてもよい。
【０１３８】
　オプションで、方法１２００は、１２０４において、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１
０２ｆ、１０２ｇがサービスカテゴリのビットマップ１３００を調査することを継続して
もよい。例えば、利用可能なＡＰ１７０ａ、１７０ｂのリストを、関連付けられたＳＳＩ
Ｄおよび信号強度とともに現在表示しているＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１
０２ｇの接続マネジャは、サービスカテゴリ１３００に基づいて、ＡＰで利用可能なサー
ビスカテゴリについての情報を表示または処理してもよい。一部の実施形態では、ＷＴＲ
Ｕ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、受信したサービスカテゴリ１３００に基
づいて、既知の方法または本明細書に開示される方法を使用して、インクリメンタルな検
出を実行してもよい。例えば、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、プ
リントサービスに興味があり、プリントサービスインジケーション１３０２は、プリント
サービスが利用可能であることを示してもよい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ
、１０２ｇは、別のメッセージを送信して、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂを介して利用可能な
プリントサービスについてより詳細な情報を取得してもよい。一部の実施形態では、ユー
ザは、プリントサービスについてさらなる情報に関する調査を送信するＡＰ１７０ａ、１
７０ｂを選択してもよい。
【０１３９】
　図１４は、一部の開示される実施形態に従った方法を示す。方法１４００は、ＷＴＲＵ
１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが、ｓｅｒｖｉｃｅＴｏＲｅｑｕｅｓｔ１４２
０を含むことができるプローブ要求ＭＬＭＥ－Ｓｃａｎ．ｒｅｑｕｅｓｔ１４０２を送信
することから開始してもよい。一部の実施形態では、プローブ要求はＭＬＭＥ－Ｓｃａｎ
．ｒｅｑｕｅｓｔであってもよい。一部の実施形態では、ＭＬＭＥ以外の異なるフレーム
タイプが使用されてもよい。一部の開示される実施形態に従ったｓｅｒｖｉｃｅＴｏＲｅ
ｑｕｅｓｔ１４２０が表１および表２に開示される。
【０１４０】
　一部の実施形態では、表１および表２に示すように、新たなフィールドＳｅｒｖｉｃｅ
ＴｏＲｅｑｕｅｓｔがＭＬＭＥ－Ｓｃａｎ．ｒｅｑｕｅｓｔプリミティブ（primitive）
に追加される。
【０１４１】
【表１】

【０１４２】
【表２】
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【０１４３】
　一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、サービス
タイプまたはサービスカテゴリを示すＭＬＭＥ－Ｓｃａｎ．ｒｅｑｕｅｓｔプリミティブ
を受信し、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＭＬＭＥ－Ｓｃａｎ．
ｒｅｑｕｅｓｔプリミティブを受信することに基づいてプローブ要求１４０２を生成して
もよい。
【０１４４】
　方法１４００は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂがプローブ応答１４０４をＷＴＲＵ１０２ｄ
、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに送信することを継続してもよい。プローブ応答１４０
４はｓｅｒｖｉｃｅＴｙｐｅＲｅｓｐｏｎｓｅ１４２２を含んでもよい。一部の開示され
る実施形態に従ったｓｅｒｖｉｃｅＴｙｐｅＲｅｓｐｏｎｓｅ１４２２が、表３および表
４に開示される。
【０１４５】
【表３】

【０１４６】
【表４】

【０１４７】
　一部の実施形態では、アクティブスキャンまたはパッシブスキャンが完了すると、ＭＬ
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ＭＥ－Ｓｃａｎ．ｃｏｎｆｉｒｍプリミティブが生成され、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ
、１０２ｆ、１０２ｇに送信されて、特定のサービスタイプまたはサービスカテゴリが利
用可能であるか否かを示し、関連付けられた詳細情報を含んでもよい。
【０１４８】
　一部の実施形態では、方法１４００は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０
２ｇｇ、１または複数の特定のサービスカテゴリに関するさらなる詳細またはサービス記
述に対する別のプローブ要求１４０２を送信することができる、第２のレベルのサービス
検出を継続してもよい。
【０１４９】
　一部の実施形態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂが一部のサ
ービス情報をローカルに記憶することができるためにＩＳまたは広告サーバにクエリする
必要がなく、ならびに、サービスに関する情報がビットマップを使用して交換されてもよ
いため、プローブ要求１４０２およびプローブ応答１４０４は、迅速に行われてもよい。
【０１５０】
　一部の実施形態では、方法１４００は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０
２ｇがプローブ要求１４０２を送信する前にフレーム１２０２を受信することを含んでも
よい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、受信したフレーム１２０２
に基づいて、プローブ要求１４０２を判定してもよい。
【０１５１】
　一部の実施形態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、最上位レベルのサービスカテゴリに
関する情報を、ビーコンフレームなどのＭ１ブロードキャスト管理フレームごとに１回、
オプションＩＥとして送信するように構成される。一部の実施形態では、開始オフセット
は、ビーコン間隔などのＯ１ブロードキャスト管理フレーム間隔である。
【０１５２】
　一部の実施形態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、第２のレベルのサービスタイプ関連
情報を、ビーコンフレームなどのＭ２ブロードキャスト管理フレームごとに１回、オプシ
ョンＩＥとして送信するように構成される。一部の実施形態では、開始オフセットは、ビ
ーコン間隔などのＯ２ブロードキャスト管理フレーム間隔である。一部の実施形態では、
Ｍ２の値は、Ｍ１の整数倍である。一部の実施形態では、Ｏ２の値は、第２のレベルのサ
ービス情報を搬送するブロードキャストフレームが第１のレベルのサービス情報を搬送す
るフレームと重複しないように適切に選択される。
【０１５３】
　一部の実施形態では、サービス関連情報の階層にはｋレベルのサービス関連情報が存在
し、ｋ番目のレベルのサービスタイプ関連情報は、オプションＩＥとして、Ｍｋビーコン
フレームごとに１回送信される。一部の実施形態では、開始オフセットはＯｋビーコン間
隔である。Ｍｋの値はＭｋ－１の整数の倍数である。そして、Ｏｋの値は、ｋ番目のレベ
ルのサービス情報を搬送するビーコンフレームが、より高いレベルのサービス情報を搬送
するビーコンフレームと重複しないように適切に選択されてもよい。
【０１５４】
　ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、最高レベルまたは第１のレベル
のサービスタイプ情報を搬送するビーコンフレームなどのブロードキャスト管理フレーム
をリスンしてもよい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇの好ましいサー
ビスタイプが第１のレベルのサービスタイプ情報で利用可能と示される場合は、次のレベ
ルをリスンすることを継続してもよい。ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２
ｇは、サービスタイプ情報がＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇのサービ
スの必要性を満たさなくなるまで、またはＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０
２ｇが、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂによって提供されるサービスの詳細を十分に取得するま
で、これを継続してもよい。
【０１５５】
　一部の実施形態では、ＡＰは、ｍｍＷ固有のサービスに対してブロードキャストしても
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よい。例外的に高いサービスデータスループットを必要とするサービスは、８０２．１１
ａｄによってサポートされるようなｍｍＷエアインタフェース上でサービスの使用から利
益を得てもよい。一部の実施形態では、ｍｍＷエアインタフェース上でのサービスのサー
ビス検出は、８０２．１１ａｄを使用するｍｍＷエアインタフェース上で特に利用可能な
サービスのインジケーションとともに、ビーコンを使用して実行されてもよい。例えば、
高解像度の映像がｍｍＷチャネル上で利用可能な場合は、８０２．１１ａｃビーコン上で
インジケーションが行われてもよい。
【０１５６】
　一部の実施形態では、準指向性（semi-omni）送信モードを使用して８０２．１１ａｄ
ビーコンの範囲が制限され、一部の実施形態では、ビーコンは、高度に位置固有のアプリ
ケーションサービス情報を提供するのに使用されてもよい。したがって、８０２．１１ａ
ｄなどのｍｍＷデバイス上で配信されるサービスに対するサービス検出の事前関連付けが
実行されてもよい。
【０１５７】
　一部の実施形態では、ビーコンフレームの識別文字列におけるＨＡＳＨタグが使用され
てもよい。ＨＡＳＨタグは、あるアプリケーションファミリに対するサポートを広告する
のに使用されてもよく、そのようなファミリーの例は、ソーシャルネットワーク、ソーシ
ャルサークル、ミュージックライブラリ、映像ライブラリ、ＧＰＳ／位置支援、音声／映
像ストリーミング、電話などを含む。
【０１５８】
　一部の実施形態では、位置パラメータの使用および関連する位置固有の場所（venue）
が、特定のアプリケーションサービスの利用可能性のインジケーション、および／または
、そのようなサービスを取得する方法のインジケーションとして使用されてもよい。一部
の実施形態では、アプリケーションサービスは、特定のＶＨＴ能力に関連付けられてもよ
い。例えば、映像のストリーミングなどの一部のサービスは、ある能力カテゴリによって
単にサポートすることができる高いデータレートを必要とする。
【０１５９】
　一部の実施形態では、デバイスクラスは、特定タイプのアプリケーションに関連付けら
れてもよい。例えば、自身のサービスを広告するプリンタは、プリントサービスを提供す
ることのみに制約されてもよい。一部の実施形態では、プリンタの位置またはプリンタ名
が提供されてもよい。プリンタの位置は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０
２ｇのユーザにとって有用であることがある。プリンタの位置情報は、接続されたデバイ
スＡＰを通じて、位置に影響を受ける（sensitive）サービスの広告を容易にするＷＬＡ
Ｎコントローラにおける中央データベースによって管理されてもよい。一部の実施形態で
は、プリンタは、ＧＰＳまたはユーザが入力した位置を使用してそのプリンタの位置を記
憶してもよい。
【０１６０】
　プローブ要求は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂを介してどのサービスが利用可能であるかを
ＡＰ１７０ａ、１７０ｂに問い合わせるのに使用されてもよい。ＡＰ１７０ａ、１７０ｂ
は、より詳細な情報をとともにプローブ要求応答で応答してもよい。例えば、特定のＡＰ
Ｉインタフェースの利用可能性は、プローブ応答で開示されてもよい。一部の実施形態で
は、アプリケーションサービスに関する情報に対するプローブ要求は、ビーコンフレーム
における能力フィールドに応答して送信されてもよい。アプリケーションの数を非常に多
くすることができ、すべての既知のアプリケーション開発が知られていないことがあるた
め、上記で開示した方法は、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇが、アプ
リケーションに関するアプリケーション情報を検出するための拡張可能およびスケーラブ
ルな識別スキームを提供する。
【０１６１】
　一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、ＡＰ１７
０ａ、１７０ｂにサービス情報を送信し、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＷＴＲＵ１０２ｄ
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、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇによって提供されるサービスを広告してもよい。一部の
実施形態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、能力フィールドまたは別のフィールドを使用
して、ビーコンフレームを通じて、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇの
サービスを広告してもよい。
【０１６２】
　一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、プローブ
要求およびプローブ応答フレームを使用して、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、
１０２ｇを通じて利用可能なサービスをＡＰ１７０ａ、１７０ｂに広告し、または、サー
ビスがもはや利用可能でないことをＡＰ１７０ａ、１７０ｂに通知してもよい。一部の実
施形態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂがＷＴＲＵ１０２ｄ、
１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに使用させることを望むサービスとともにＷＴＲＵ１０２
ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇに応答してもよい。
【０１６３】
　一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇのグループは
、サービスをサポートする能力をＡＰ１７０ａ、１７０ｂに広告してもよい。ＷＴＲＵ　
ＩＤの代わりにグループＩＤ機構が使用されて、サービスを広告し、ＡＰ１７０ａ、１７
０ｂに利用可能なサービスを通知してもよい。
【０１６４】
　一部の実施形態では、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、利用可能なＤ２Ｄサービスを広告し
てもよい。一部の実施形態では、Ｄ２Ｄサービス検出は、非ＡＰ端末間のＤ２Ｄビーコン
交換と同時に、プローブ要求、プローブ応答、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂとのフレーム交換
によって容易にされてもよい。
【０１６５】
　一部の実施形態では、説明されたようなビーコンフレームを使用して広告されるサービ
スは、８０２．１１ａｄ対応デバイスに対し、８０２．１１ａｄ空間共有セッションを使
用してＤ２Ｄサービス検出セッションを開始するように指示してもよい。
【０１６６】
　マクロ範囲で検出されるサービスは、マクロネットワークにおいては完全には利用可能
でないことがある。一部の実施形態では、８０２．１１ａｈネットワークにおいて広告さ
れるビーコンは、サービスに対する能力依存性のインジケーションを含んでもよい。例え
ば、サービスは階層形式で定義されてもよく、セル境界におけるサービスは、ＡＰ１７０
ａ、１７０ｂのより近くで提供されるサービスと比較して、能力において漸増し、および
制限されることがある。
【０１６７】
　一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇがＡＰ１７０
ａ、１７０ｂにより近くに移動するに従って、追加的な能力へのシームレスな移行を可能
にする方法は、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂからのビーコン送信におけるインジケーションに
よってサポートされてもよい。例えば、ＡＰ１７０ａ、１７０ｂは、ＷＴＲＵ１０２ｄ、
１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇの位置を監視し、その位置情報を使用して、追加的な能力
がサポートされるときにＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇにインジケー
ションを提供してもよい。一部の実施形態では、８０２．１１ａｈを使用したＷＬＡＮ１
６０ａ、１６０ｂのセルラネットワークからマクロカバレッジネットワークへのサービス
の移行をサポートするときに、能力フィールドは、サービスに対する要求がセルラネット
ワーク要求から発信されることを示してもよい。一部の実施形態では、セルラネットワー
クから発信されたサービス要求は、他のサービス要求よりも高い優先度を与えられてもよ
い。一部の実施形態では、８０２．１１ａｈビーコンは、位置固有のサービスをマクロカ
バレッジエリアにブロードキャストするのに使用されてもよい。一部の実施形態では、そ
のブロードキャストを受信するＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｇは、位
置固有の情報を使用して、位置固有のサービスのユーザにインジケーションを提供しても
よい。
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【０１６８】
　一部の実施形態では、８０２．１１ａｈビーコンは、加えて、そのサービスエリア内の
関連付けられた８０２．１　１ａｃまたは８０２．１１ａｄネットワークで利用可能なサ
ービス検出情報を提供してもよい。一部の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２ｄ、１０２ｅ、
１０２ｆ、１０２ｇはその情報を使用して、８０２．１１ａｃまたは８０２．１１ａｄネ
ットワークに移行してサービスを受信するための準備をしてもよい。
【０１６９】
　上記では特定の組み合わせで特徴および要素について説明したが、当業者は、各特徴ま
たは要素を単独で、または他の特徴および要素との任意の組み合わせで使用できることを
認識されよう。また、本明細書に記載の方法は、コンピュータまたはプロセッサによる実
行のためにコンピュータ可読媒体に組み込まれた、コンピュータプログラム、ソフトウェ
ア、またはファームウェアとして実装されてもよい。コンピュータ可読媒体の例は、電子
信号（有線接続または無線接続を通じて送信される）、およびコンピュータ可読記憶媒体
を含む。コンピュータ可読記憶媒体の例は、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハ
ードディスクおよび着脱可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、およびＣＤ－ＲＯＭ
ディスクおよびデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）などの光学媒体を含んでもよいが、こ
れらに限定されない。ソフトウェアと関連したプロセッサが使用されて、ＷＴＲＵ、ＵＥ
、ＳＴＡ、クライアント、端末、基地局、ＲＮＣ、またはホストコンピュータで使用する
ための無線周波送受信機を実装してもよい。
【０１７０】
　実施形態
　１．無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）における使用のための方法であって、無線ロ
ーカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を通じた事前関連付け検出（ＰＡＤ）の目的で、
ＷＬＡＮとの関連付けを行う前に、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを取得し
てＷＬＡＮと通信するステップを備えた方法。
【０１７１】
　２．実施形態１の方法であって、ＩＰアドレスを取得するステップは、ＰＡＤに割り当
てられたＩＰアドレスの空間からＩＰアドレスをランダムに選択すること、ＷＬＡＮから
のブロードキャストフレームに基づいてＩＰアドレスを判定すること、または、ＷＬＡＮ
にＬ２検出メッセージを送信し、および、Ｌ２検出メッセージに応答してＩＰアドレスを
受信すること、の少なくとも１つによりＩＰアドレスを取得するステップをさらに備えた
方法。
【０１７２】
　３．実施形態１または２のいずれかの方法であって、ＩＰアドレスは、リンクローカル
ＩＰアドレス、または静的ＩＰアドレスの１つである方法。
【０１７３】
　４．実施形態１乃至３のいずれかの方法であって、情報サーバ名を含む要求を、ＷＬＡ
Ｎを介してドメインネームサーバに送信するステップと、情報サーバのＩＰアドレスを受
信するステップとをさらに含む方法。
【０１７４】
　５．実施形態１乃至４のいずれかの方法であって、取得したＩＰアドレスを使用して情
報サーバと通信してＰＡＤ検出を実行するステップをさらに含む方法。
【０１７５】
　６．実施形態１乃至５のいずれかの方法であって、ＷＴＲＵは、アクセスポイント（Ａ
Ｐ）、基地局（ＢＳ）、または第２のＷＴＲＵ、の少なくとも１つを通じてＷＬＡＮにア
クセスし、ＷＬＡＮは、８０２．１１、８０２．１５、または８０２．１６、の少なくと
も１つを実装する方法。
【０１７６】
　７．無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）における使用のための方法であって
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、ソースＩＰアドレスを含むメッセージを、関連付けられていない無線送受信ユニット（
ＷＴＲＵ）から受信するステップと、関連付けられていないＷＴＲＵがどのようにソース
ＩＰアドレスを使用することができるかを制限するステップとを備えた方法。
【０１７７】
　８．実施形態７の方法であって、制限するステップは、ソースＩＰアドレスを使用する
ことができる時間量を制限すること、ソースＩＰアドレスに関連付けられたトラフィック
の量を制限すること、関連付けられていないＷＴＲＵがソースＩＰアドレスを使用して通
信することができるアドレスを制限すること、または、関連付けられていないＷＴＲＵか
らのメッセージを取り込み、および、取り込んだメッセージをＰＡＤウェブサーバに送信
すること、の少なくとも１つによってソースＩＰアドレスの使用を制限するステップをさ
らに備えた方法。
【０１７８】
　９．実施形態７または８のいずれかの方法であって、ＩＰアドレスをビーコンフレーム
で、関連付けられていないＷＴＲＵにブロードキャストすること、または、関連付けられ
ていないＷＴＲＵにソースＩＰアドレスを送信することによって、関連付けられていない
ＷＴＲＵからのＬ２検出メッセージに応答すること、の少なくとも１つによって、関連付
けられていないＷＴＲＵにＩＰアドレスを送信するステップをさらに備えた方法。
【０１７９】
　１０．実施形態７乃至９のいずれかの方法であって、メッセージが、制限された宛先Ｉ
Ｐアドレスを含むことを条件として、関連付けられていないＷＴＲＵにエラーメッセージ
を返すステップをさらに備えた方法。
【０１８０】
　１１．実施形態７乃至１０のいずれかの方法であって、制限するステップがさらに、関
連付けられていないＷＴＲＵが、ＡＰに対してローカルなドメインネームサーバおよび情
報サーバと通信することを許可することによって、関連付けられていないＷＴＲＵがソー
スＩＰアドレスをどのように使用するかを制限するステップを備え、情報サーバのＩＰア
ドレスは、ドメインネームサーバへの要求に基づいて判定される方法。
【０１８１】
　１２．実施形態７乃至１１のいずれかの方法であって、ソースＩＰアドレスを含むメッ
セージを受信するステップはさらに、アクセスポイント（ＡＰ）、基地局（ＢＳ）、また
は第２のＷＴＲＵ、の少なくとも１つを通じて、関連付けられていないＷＴＲＵからソー
スＩＰアドレスを含むメッセージを受信するステップを備え、ＷＬＡＮは、８０２．１１
、８０２．１５、または８０２．１６の少なくとも１つを実装する方法。
【０１８２】
　１３．無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）における使用のための方法であっ
て、ＷＴＲＵから事前関連付け検出（ＰＡＤ）要求を受信するステップと、ＰＡＤ情報交
換のために、ＷＴＲＵとリモート情報サーバ（ＩＳ）との間でメッセージを中継するステ
ップであって、ＷＴＲＵは、ＷＬＡＮで使用するインターネットプロトコル（ＩＰ）アド
レスを有さず、および、ＷＴＲＵはＷＬＡＮに関連付けられていない、ステップとを備え
た方法。
【０１８３】
　１４．実施形態１３の方法であって、ＷＬＡＮは、ＷＴＲＵからＷＬＡＮへのメッセー
ジには第１のプロトコルを使用し、ＷＬＡＮからＩＳへは第２のプロトコルを使用する方
法。
【０１８４】
　１５．実施形態１３または１４のいずれかの方法であって、リモートＩＳにＰＡＤセッ
ション開始要求を送信するステップをさらに備えた方法。
【０１８５】
　１６．実施形態１３乃至１５のいずれかの方法であって、ＷＴＲＵおよびＷＬＡＮはＬ
２アドレスを使用して通信し、ならびに、ＷＬＡＮおよびＩＳはインターネットプロトコ
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ル（ＩＰ）アドレスを使用して通信する方法。
【０１８６】
　１７．実施形態１３乃至１６のいずれかの方法であって、ＰＡＤ要求は有効なセッショ
ン識別（ＩＤ）を備え、ＷＬＡＮは、有効なセッションＩＤの数を制限することによって
、ＰＡＤの目的でＷＬＡＮと通信する、関連付けられていないＷＴＲＵの数を制御する方
法。
【０１８７】
　１８．実施形態１３乃至１７のいずれかの方法であって、メッセージは、アクセスポイ
ント（ＡＰ）、基地局（ＢＳ）、または第２のＷＴＲＵ、の少なくとも１つを通じて中継
され、ＷＬＡＮは、８０２．１１、８０２．１５、または８０２．１６、の少なくとも１
つを実装する方法。
【０１８８】
　１９．事前関連付け検出のために無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）における使用のため
の方法であって、Ｌ２アドレスを使用して無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）
にメッセージを送信することによって、リモート情報サーバ（ＩＳ）と通信し、ＷＬＡＮ
を通じてＩＳから応答を受信するステップであって、ＷＴＲＵはＷＬＡＮに関連付けられ
ていない、ステップとを備えた方法。
【０１８９】
　２０．実施形態１９の方法であって、ＷＬＡＮに事前関連付け検出（ＰＡＤ）要求を送
信するステップをさらに備えた方法。
【０１９０】
　２１．実施形態１９または２０のいずれかの方法であって、ＩＳとＷＬＡＮはインター
ネットプロトコル（ＩＰ）を使用して通信する方法。
【０１９１】
　２２．実施形態１９乃至２１のいずれかの方法であって、ＷＬＡＮからサービスダイジ
ェストを受信するステップと、ＷＬＡＮにＰＡＤ要求を送信するか否かをサービスダイジ
ェストに基づいて判定するステップとをさらに備えた方法。
【０１９２】
　２３．実施形態１９乃至２２のいずれかの方法であって、ＰＡＤ要求は、ＰＡＤに対す
るサービスを示すサービス識別子を含む方法。
【０１９３】
　２４．実施形態１９乃至２３のいずれかの方法であって、メッセージは、アクセスポイ
ント（ＡＰ）、基地局（ＢＳ）、または第２のＷＴＲＵ、の少なくとも１つを通じて送信
され、ＷＬＡＮは、８０２．１１、８０２．１５、または８０２．１６の少なくとも１つ
を実装する方法。
【０１９４】
　２５．無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）において事前関連付け検出（ＰＡＤ）サービス
のために非ＩＰ上位ＭＡＣプロトコルを使用するための方法であって、拡張可能認証プロ
トコル（ＥＡＰ）応答／メソッドをアクセスポイント（ＡＰ）に送信して、発検出情報サ
ーバ（ＤＩＳ）を示すステップと、ＤＩＳとのＰＡＤ交換を確立するステップとを備えた
方法。
【０１９５】
　２６．実施形態２５の方法であって、ＡＰからＥＡＰ－要求／識別メッセージを受信す
るステップと、ＡＰにＥＡＰ－応答／識別メッセージを送信するステップと、ＡＰから、
ＰＡＤ交換を開始するＥＡＰ－要求／メソッドを受信するステップとをさらに含む方法。
【０１９６】
　２７．アクセスポイント（ＡＰ）におけるインクリメンタルインフラストラクチャサー
ビス検出のための方法であって、事前関連付け状態にある局（ＳＴＡ）から一時的インタ
ーネットプロトコル（ＩＰ）アドレスの要求を受信するステップと、一時的ＩＰアドレス
をＳＴＡに付与するステップと、一時的ＩＰアドレスをＳＴＡに割り当てる際に使用する
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Ｓ）プロトコルを使用して、一時的ＩＰアドレスの割り当てをサポートする能力を広告す
るステップと、一時的ＩＰアドレスの割り当てにタイムアウト期間を割り当てるステップ
と、ＳＴＡがタイムアウト期間内に一時的ＩＰアドレスとの関連付けないことを条件とし
て、一時的ＩＰアドレスを無効化するステップとを備えた方法。
【０１９７】
　２８．無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）における事前関連付け検出（ＰＡＤ）サービス
のためにＭＡＣより非ＩＰ上位ＭＡＣプロトコルを使用するための方法であって、アクセ
スポイント（ＡＰ）から、Ｌ２プロトコル（ＥＡＰ）－要求／識別メッセージでサービス
ダイジェストを受信するステップと、ＡＰにＥＡＰ－応答／識別メッセージを送信するス
テップと、ＥＡＰから、ＰＡＤ交換を開始するＡＰ－要求／メソッドを受信するステップ
と、ＥＡＰ－応答／メソッドをＡＰに送信して、検出情報サーバ（ＤＩＳ）名を示すステ
ップと、ＤＩＳとのＰＡＤ交換を確立するステップとを備えた方法。
【０１９８】
　２９．クライアント（ＣＬ）においてインターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤでサー
ビスの事前関連付け検出（ＰＡＤ）を可能にする方法であって、アクセスポイント（ＡＰ
）から、ドメインネームシステム（ＤＮＳ）サーバのＩＰアドレスを含むブロードキャス
トを受信するステップと、受信されたＩＰアドレスを使用して、検出情報サーバ（ＤＩＳ
）のＩＰアドレスを解決する要求をＤＮＳサーバに送信するステップと、ＤＩＳのＩＰア
ドレスを含む応答を、ＤＮＳサーバから受信するステップと、ＤＩＳのＩＰアドレスを使
用してＤＩＳに情報を送信するステップとを備えた方法。
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