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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークにおけるピア発見の方法であって、
　第1のクライアント局によって、要求を第2のクライアント局に送信するステップと、
　前記第2のクライアント局の前記要求への応答を前記第1のクライアント局で受信するス
テップであって、前記要求が、前記第1のクライアント局のローカルIPアドレスを含み、
および／または、前記応答が、前記第2のクライアント局のローカルIPアドレスを含む、
受信するステップと、
　前記ローカルIPアドレスに基づいて、前記第1のクライアント局と前記第2のクライアン
ト局との間のトンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)ダイレクトリンクを確立する
ステップと
を含み、
　前記第1のクライアント局または前記第2のクライアント局は、前記TDLSダイレクトリン
クを介して前記第2のクライアント局または前記第1のクライアント局からメディアコンテ
ンツをそれぞれ受信するとともに、前記受信したメディアコンテンツをディスプレイデバ
イス上に表示させるための、前記ディスプレイデバイスまたはディスプレイデバイスにテ
ザリングされるデバイスであり、前記ローカルIPアドレスは、対応するクライアント局が
アクセスポイントに関連している場合のみ含められる、方法。
【請求項２】
　通信ネットワークにおけるピア発見の方法であって、
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　第1のクライアント局によって、要求を第2のクライアント局に送信するステップと、
　前記第2のクライアント局の前記要求への応答を前記第1のクライアント局で受信するス
テップであって、前記要求が、前記第1のクライアント局のローカルIPアドレスを含み、
および／または、前記応答が、前記第2のクライアント局のローカルIPアドレスを含む、
受信するステップと、
　前記ローカルIPアドレスに基づいて、前記第1のクライアント局と前記第2のクライアン
ト局との間のトンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)ダイレクトリンクを確立する
ステップと
を含み、
　前記第1のクライアント局または前記第2のクライアント局は、前記TDLSダイレクトリン
クを介して前記第2のクライアント局または前記第1のクライアント局からメディアコンテ
ンツをそれぞれ受信するとともに、前記受信したメディアコンテンツをディスプレイデバ
イス上に表示させるための、前記ディスプレイデバイスまたはディスプレイデバイスにテ
ザリングされるデバイスであり、前記ローカルIPアドレスは、対応するクライアント局が
ダイレクトリンクとしてTDLSを使用することを望む場合のみ含められる、方法。
【請求項３】
　前記要求が、
　プローブ要求、
　TDLS発見要求、
　TDLSセットアップ要求、または、
　プローブ要求フレーム
を含む、請求項1または2に記載の方法。
【請求項４】
　前記応答が、
　プローブ応答、
　TDLS発見応答、
　TDLSセットアップ応答、または
　プローブ応答フレーム
を含む、請求項1または2に記載の方法。
【請求項５】
　前記要求は、前記第1のクライアント局の前記ローカルIPアドレスがその中に設けられ
るベンダ固有情報要素を含むプローブ要求フレームを備える、請求項3に記載の方法。
【請求項６】
　前記応答は、前記第2のクライアント局の前記ローカルIPアドレスがその中に設けられ
るベンダ固有情報要素を含むプローブ応答フレームを備える、請求項4に記載の方法。
【請求項７】
　前記応答をアクセスポイントから受信する、請求項1または2に記載の方法。
【請求項８】
　前記応答を前記第2のクライアント局から受信する、請求項1または2に記載の方法。
【請求項９】
　通信ネットワークにおけるピア発見のための第1のクライアント局であって、
　要求を第2のクライアント局に送信するための手段と、
　前記第2のクライアント局の前記要求への応答を受信するための手段であって、前記要
求が、前記第1のクライアント局のローカルIPアドレスを含み、および／または、前記応
答が、前記第2のクライアント局のローカルIPアドレスを含む、受信するための手段と、
　前記ローカルIPアドレスに基づいて、前記第1のクライアント局と前記第2のクライアン
ト局との間のトンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)ダイレクトリンクを確立する
ための手段と
を備え、
　前記第1のクライアント局または前記第2のクライアント局は、前記TDLSダイレクトリン
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クを介して前記第2のクライアント局または前記第1のクライアント局からメディアコンテ
ンツをそれぞれ受信するとともに、前記受信したメディアコンテンツをディスプレイデバ
イス上に表示させるための、前記ディスプレイデバイスまたはディスプレイデバイスにテ
ザリングされるデバイスであり、前記ローカルIPアドレスは、対応するクライアント局が
アクセスポイントに関連している場合のみ含められる、装置。
【請求項１０】
　通信ネットワークにおけるピア発見のための第1のクライアント局であって、
　要求を第2のクライアント局に送信するための手段と、
　前記第2のクライアント局の前記要求への応答を受信するための手段であって、前記要
求が、前記第1のクライアント局のローカルIPアドレスを含み、および／または、前記応
答が、前記第2のクライアント局のローカルIPアドレスを含む、受信するための手段と、
　前記ローカルIPアドレスに基づいて、前記第1のクライアント局と前記第2のクライアン
ト局との間のトンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)ダイレクトリンクを確立する
ための手段と
を備え、
　前記第1のクライアント局または前記第2のクライアント局は、前記TDLSダイレクトリン
クを介して前記第2のクライアント局または前記第1のクライアント局からメディアコンテ
ンツをそれぞれ受信するとともに、前記受信したメディアコンテンツをディスプレイデバ
イス上に表示させるための、前記ディスプレイデバイスまたはディスプレイデバイスにテ
ザリングされるデバイスであり、前記ローカルIPアドレスは、対応するクライアント局が
ダイレクトリンクとしてTDLSを使用することを望む場合のみ含められる、装置。
【請求項１１】
　前記要求がプローブ要求フレームを含む、請求項9または10に記載の装置。
【請求項１２】
　前記応答がプローブ応答フレームを含む、請求項9または10に記載の装置。
【請求項１３】
　前記プローブ要求フレームおよび／または前記プローブ応答フレームは、前記第2のク
ライアント局の前記ローカルIPアドレスがその中に設けられるベンダ固有情報要素を含む
、請求項11または12に記載の装置。
【請求項１４】
　プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに請求項1～8のいずれか一項に
記載の方法を行わせる命令をその中に有する、コンピュータ可読記録媒体。
【請求項１５】
　通信ネットワークにおけるピア発見の方法であって、
　第1のクライアント局によって、前記第1のクライアント局のローカルIPアドレスを送信
するステップと、
　前記ローカルIPアドレスに基づいて、前記第1のクライアント局と第2のクライアント局
との間のTDLSダイレクトリンクを確立するステップと
を含み、
　前記第1のクライアント局または前記第2のクライアント局は、前記TDLSダイレクトリン
クを介して前記第2のクライアント局または前記第1のクライアント局からメディアコンテ
ンツをそれぞれ受信するとともに、前記受信したメディアコンテンツをディスプレイデバ
イス上に表示させるための、前記ディスプレイデバイスまたはディスプレイデバイスにテ
ザリングされるデバイスであり、前記ローカルIPアドレスは、対応するクライアント局が
アクセスポイントに関連している場合のみ含められる、方法。
【請求項１６】
　通信ネットワークにおけるピア発見の方法であって、
　第1のクライアント局によって、前記第1のクライアント局のローカルIPアドレスを送信
するステップと、
　前記ローカルIPアドレスに基づいて、前記第1のクライアント局と第2のクライアント局
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との間のTDLSダイレクトリンクを確立するステップと
を含み、
　前記第1のクライアント局または前記第2のクライアント局は、前記TDLSダイレクトリン
クを介して前記第2のクライアント局または前記第1のクライアント局からメディアコンテ
ンツをそれぞれ受信するとともに、前記受信したメディアコンテンツをディスプレイデバ
イス上に表示させるための、前記ディスプレイデバイスまたはディスプレイデバイスにテ
ザリングされるデバイスであり、前記ローカルIPアドレスは、対応するクライアント局が
ダイレクトリンクとしてTDLSを使用することを望む場合のみ含められる、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に、ワイヤレス通信ネットワーク装置、システムおよび方法に関し、よ
り詳細には、本開示は、IEEE802.11プロトコル(WiFi)に基づいたWLANシステムにおけるデ
バイス発見に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの電気通信システムにおいて、通信ネットワークは、空間的に離れているいくつか
の対話するデバイス間でメッセージを交換するために使用される。様々なタイプのネット
ワークは、種々の側面で分類され得る。一例では、ネットワークの地理的範囲は、広域圏
、都市圏、地域圏、または個人圏にわたるものであり得、それに対応するネットワークは
、広域ネットワーク(WAN)、メトロポリタンエリアネットワーク(MAN)、ローカルエリアネ
ットワーク(LAN)、またはパーソナルエリアネットワーク(PAN)と表される。ネットワーク
はまた、様々なネットワークノードおよびデバイスを相互接続するために使用されるスイ
ッチング/ルーティング技法(たとえば、回線交換対パケット交換)において、送信に採用
される物理媒体のタイプ(たとえば、ワイヤード対ワイヤレス)において、または使用され
る通信プロトコルのセット(たとえば、インターネットプロトコルスイート、SONET (Sync
hronous Optical Networking:同期光ネットワーキング)、イーサネット(登録商標)など)
において異なる。
【０００３】
　通信ネットワークの1つの重要な特徴は、ネットワークの構成要素間の電気信号の送信
に関するワイヤード媒体またはワイヤレス媒体の選択である。ワイヤードネットワークの
場合では、銅線、同軸ケーブル、光ファイバケーブルなどの有形物理媒体が、ある距離に
わたってメッセージトラフィックを運ぶ誘導電磁波形を伝搬するために採用される。ワイ
ヤードネットワークは、通信ネットワークの静的形態であり、通常、固定ネットワーク要
素の相互接続または大量のデータ転送に好ましい。たとえば、光ファイバケーブルはしば
しば、地表上で大陸を横断するまたは大陸間の巨大データ転送など、大型ネットワークハ
ブ間の長距離にわたる非常に高いスループットトランスポート用途に好適な伝送媒体であ
る。
【０００４】
　一方、ワイヤレスネットワークはしばしば、ネットワーク要素が動的接続の必要がある
モバイルであるとき、またはネットワークアーキテクチャが固定ではなく、アドホックな
トポロジーで形成される場合に好適である。ワイヤレスネットワークは、無線、マイクロ
波、赤外線、光学などの周波数帯域の中の電磁波を使用して、無誘導伝搬モードで無形物
理媒体を採用する。ワイヤレスネットワークは、固定のワイヤードネットワークに比較し
て、ユーザモビリティと迅速なフィールド展開とを容易にするという明確な利点を有する
。しかしながら、ワイヤレス伝搬を使用するには、ネットワークユーザ間のかなり活発な
リソース管理と、互換的なスペクトル利用のためのより高いレベルの相互協調および協働
とが必要である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　本発明の一態様は、通信ネットワークにおけるピア発見の方法であって、第1のクライ
アント局によって、要求を第2のクライアント局に送信するステップと、前記第2のクライ
アント局の応答を受信するステップであって、前記要求および前記応答のうちの少なくと
も一方が、対応するクライアント局のローカルIPアドレスを含む、受信するステップと、
前記ローカルIPアドレスに基づいて、前記第1のクライアント局と前記第2のクライアント
局との間のトンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)ダイレクトリンクを確立するス
テップとを含む方法である。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本開示の様々な実施形態によるワイヤレス通信ネットワークシステムの概略図で
ある。
【図２】本開示の様々な実施形態によるワイヤレス通信ネットワークシステムで使用可能
なプローブ要求のブロック図である。
【図３】本開示の様々な実施形態によるワイヤレス通信ネットワークシステムで使用可能
なプローブ応答のブロック図である。
【図４】本開示の様々な実施形態によるワイヤレス通信ネットワークシステムで使用され
る基地局セット識別子(BSSID: base station set identifier)要素のフォーマットのブロ
ック図である。
【図５】本開示の様々な実施形態によるワイヤレス通信ネットワークシステムで使用され
る関連性要素(Association Element)のブロック図である。
【図６】本開示の様々な実施形態によるワイヤレス通信ネットワークシステムで使用可能
なカプセル化された発見要求のブロック図である。
【図７】本開示の様々な実施形態によるワイヤレス通信ネットワークシステムで使用可能
なカプセル化された発見応答のブロック図である。
【図８】本開示の様々な実施形態によるワイヤレス通信ネットワークシステムで使用可能
な基本サービスセット識別子(BSSID: Basic Service Set Identifier)要素を有するトン
ネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS: Tunneled Direct Link Setup)発見要求フレー
ムのフォーマットの要素表である。
【図９】本開示の様々な実施形態によるワイヤレス通信ネットワークシステムで使用可能
な基本サービスセット識別子(BSSID)要素を有するTDLS発見応答フレームのフォーマット
の要素表である。
【図１０】本開示の様々な実施形態によるワイヤレス通信ネットワークシステムで使用可
能な関連性要素のブロック図である。
【図１１】本開示の様々な実施形態によるワイヤレス通信ネットワークシステムにおける
TDLS発見を行うための局(STA: station)の概略図である。
【図１２】本開示の様々な実施形態による方法である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　図1を参照すると、一例では、一般的なワイヤレスネットワーク技術は、様々なタイプ
のワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)を含む。WLAN100は、WiFiなどのネット
ワーキングプロトコル、またはより概括的には、IEEE802.11ワイヤレスプロトコルファミ
リのメンバなどの広範囲に使用されるネットワーキングを採用して、近くのデバイス同士
を一緒に相互接続するために使用され得る。
【０００８】
　いくつかの実施形態では、WLAN100は、ワイヤレスネットワークにアクセスする構成要
素である様々な局(STA)からなる。一例では、2つのタイプの局(STA)、すなわち、アクセ
スポイント102とクライアント104、106とが存在する、概して、アクセスポイントは、WLA
Nのためのハブまたは基地局として働き、クライアントは、WLANのユーザとして働く。た
とえば、クライアントは、ラップトップコンピュータ、パーソナルデジタルアシスタント
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(PDA)、モバイルフォン、ディスプレイデバイス、テレビジョン、モニタなどであっても
よい。一例では、クライアントは、WiFi(たとえば、IEEE802.11プロトコル)準拠のワイヤ
レスリンクを介してアクセスポイントに接続して、インターネットまたは他の広域ネット
ワークへの概括的な接続性を取得する。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、802.11ワイヤレスネットワークは、2つのモード、すなわち
、インフラストラクチャモードおよびアドホックモードで動作することができる。インフ
ラストラクチャモードでは、クライアントまたは局(STA)は、たとえば、インターネット
アクセスを含んだ、他のワイヤレスクライアントをネットワークインフラストラクチャに
接続するためのハブとして働くアクセスポイント(AP)に接続する。インフラストラクチャ
モードは、クライアントサーバアーキテクチャを使用して、他のワイヤレスクライアント
に対する接続性をもたらす。アドホックモードでは、ワイヤレスクライアントは、ピアツ
ーピアアーキテクチャにおいて互いに対して直接的接続を有する。いくつかの実施形態で
は、802.11ワイヤレスネットワークは、すべての近くのクライアントにワイヤレスネット
ワーク特徴(たとえば、最大データ速度、暗号化ステータス、APのMACアドレス、SSIDなど
)をブロードキャストする周期的ビーコン信号を生成する。たとえば、SSIDは、特定のワ
イヤレスネットワークを識別する。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、ワイヤレスプロトコルIEEE802.11zは、同じアクセスポイン
ト(AP)に関連しているワイヤレス802.11局(STA)が、これらのSTA間のダイレクトリンク、
たとえば、ワイヤレスピアツーピア接続をセットアップすることを可能にするプロトコル
を定義する。プロトコルは、トンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)と呼ばれる。
TDLSセットアップメッセージは、固有のイーサタイプにカプセル化され、それにより、こ
れらのメッセージは、任意のAPを通じてトンネリング可能になる。一例では、イーサタイ
プは、フレームペイロード内でカプセル化されるプロトコルを示すイーサネット(登録商
標)フレーム内のフィールドである。これは、特に、APが2つのSTA間で使用されることに
なるTDLSについてアップグレードされる必要がないので有益である。TDLSダイレクトリン
クは、APをアップグレードする必要なしに、2つのTDLS可能なSTA間でセットアップ可能で
ある。TDLSシステムおよび方法の例は、ともにその全体が参照により本明細書に組み込ま
れている米国特許出願第12/917,382号および米国特許出願第12/851,358号に開示されてい
るが、これらに限定されない。
【００１１】
　様々な実施形態では、TDLSは、同じ基本サービスセット(BSS)における(たとえば、同じ
APに関連している)他のSTAの発見が、送信元アドレスおよび送信先アドレスを検出するこ
とと、意図されるピアSTAの能力についてあらかじめ知っていなくてもTDLSセットアップ
要求を送ることとに基づいていることを仮定する。様々な実施形態では、TDLS可能な潜在
的なピアSTAのリストは、TDLSダイレクトリンクセットアップを試みる前に利用可能であ
り得る。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、ピア発見構成要素108は、1つまたは複数の他のピアSTAの発
見および1つまたは複数の他のピアSTAとの通信を管理するために、1つまたは複数の局で
、たとえばクライアント104および106で含められる。いくつかの実施形態では、たとえば
、ピア発見構成要素108は、1つまたは複数のピアSTAの発見を容易にし、TDLSダイレクト
リンク109のセットアップを開始および/または確立するために実行可能なハードウェア、
ソフトウェア、ファームウェア、実行可能命令、もしくはデータのうちの1つまたは任意
の組合せであってもよい。いくつかの実施形態では、ピア発見構成要素108は、潜在的ピ
アSTAに関する情報の発見要求112を生成するように構成された発見要求生成器110を含む
ことができる。たとえば、いくつかの実施形態では、発見要求112は、特定のフォーマッ
トを有する発見要求フレームを含むことができ、より詳細に後述するように、発見要求フ
レームは、アクセスポイント102など、別のSTAを通じてトランスペアレント送信のために
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カプセル化され得る。さらには、たとえば、他の実施形態では、発見要求112は、ピアツ
ーピア(P2P)発見プロトコルの一部として送信されるプローブ要求もしくはビーコンを含
むことができ、またはプローブ要求もしくはビーコンに添付され得る。この場合、たとえ
ば、より詳細に後述するように、発見要求112は、TDLS能力指示を含むことができ、任意
選択で、関連性情報を含むことができる。
【００１３】
　その上、ピア発見構成要素108は、発見応答116を受信したかどうかを決定するように構
成されている発見応答決定器114を追加的に含むことができる。いくつかの実施形態では
、たとえば、発見応答116は、発見応答116を提供する1つまたは複数のピアSTA、たとえば
、1つまたは複数の発見された局のTDLS能力指示118を決定するための推論を含むことがで
き、または推論を提供することができる。そのような発見された局は、ピアデバイスと見
なすことができる。TDLS能力指示118は、TDLS可能なSTAを識別するために使用され、識別
されたSTAのTDLS能力および/または任意の他のパラメータは、識別されたSTAとのTDLS通
信、たとえばTDLSダイレクトリンク109を確立することを目的としている。
【００１４】
　加えて、ピア発見構成要素108は、たとえば、別のSTAから発見要求112の受信に基づい
て、発見応答116を生成するように構成された発見応答生成器120を追加的に含むことがで
きる。言い換えれば、STA106は、STA104からの発見要求112の受信に答えて発見応答116を
生成するように発見応答生成器120を動作させることができる。代替として、または加え
て、STA104は、別のデバイスからの第2の発見要求の検出または受信に答えて第2の発見応
答を生成するように発見応答生成器120を動作させることができる。
【００１５】
　その上、ピア発見構成要素108は、別のピアSTAとの通信を確立するためにピア通信イニ
シエータ122をさらに含むことができる。たとえば、いくつかの実施形態では、ピア通信
イニシエータ122は、発見応答116内の受信したSTA情報(たとえば、TDLS指示)118に基づい
て、別のSTAとのTDLS通信の確立を開始し、または行うためのプロトコルを含む。
【００１６】
　たとえば、図1の場合では、STA104が発見要求112を送信し、この発見要求112をSTA106
が受信する場合には、STA106が発見応答116を生成し、発見応答116を送信して、STA104が
これを受信することができる。TDLS能力指示118に基づいて、STA104は、次いで、STA106
とのTDLSダイレクトリンク109を確立することができる。それに応じて、様々な実施形態
では、TDLS可能な潜在的なピアSTAのリストは、TDLSダイレクトリンクセットアップを試
みる前に利用可能であり得る。
【００１７】
　発見は、ワイヤレスデバイスまたはサービスへのアクセスを取得することを容易にする
コンピュータプロトコルを示す。TDLSは、IEEE802.11zプロトコルにおいて定義される。
ピアツーピア(P2P)プロトコルは、現在、ワイヤレスフィディリティ(WiFi)アライアンス(
WFA)ダイレクトとも呼ばれている。TDLSおよびP2Pは、WFAディスプレイ(WFD)についての
トランスポート機構とすることができる。WFDは、ディスプレイとのワイヤレス接続につ
いてのWFA証明ラベルである。
【００１８】
　図1～図3を参照すると、いくつかの実施形態では、ピア発見構成要素108は、P2Pデバイ
ス発見におけるTDLS発見をピギーバックすることによって潜在的TDLSピアデバイスの発見
を達成することができる。P2Pデバイス発見は、いわゆるソーシャルチャネルにおけるP2P
デバイス間のプローブ要求/プローブ応答の交換に基づいている。ピア発見構成要素108に
よって行われるTDLSピアSTA発見の目的で、発見要求112および/または発見応答116は、要
求しているSTAに対応するTDLS能力指示119および/もしくは応答しているSTAに対応するTD
LS能力指示118それぞれを含むプローブ要求フレーム130ならびに/またはプローブ応答フ
レーム132を含むことができる。
【００１９】
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　いくつかの実施形態では、それぞれのTDLS能力指示118および/または119はそれぞれ、
能力要素134または136の一部分であってもよい。たとえば、能力要素134または136が拡張
能力要素を含む場合、それぞれのTDLS能力指示118または119は、拡張能力要素内のビット
とすることができる。さらには、たとえば、TDLS能力のビットは、拡張能力要素の能力フ
ィールドのビット37とすることができる。別の例では、TDLS能力指示118または119は、物
理的に存在しないこともあるが、プローブ要求フレーム130/プローブ応答フレーム132に
含められるWFD能力指示138または140から推論され得る。さらに別の例では、TDLS能力指
示118または119は、プローブ要求フレーム130/プローブ応答フレーム132に含められ得る
別個のTDLS能力要素、たとえば、固有のタイプの能力要素134または136から推論され得る
。
【００２０】
　ピアツーピア(P2P)発見手順はまた、TDLS能力デバイスが現在関連しているAPの基本サ
ービスセット識別子(BSSID)を生み出すことができる。いくつかの実施形態では、IEEE802
.11プロトコルにおける基本サービスセットは、1つのアクセスポイント(AP)とすべての関
連局(STA)とからなる。要求しているSTAまたは応答しているSTAに対応する現在のBSSID14
6または148はそれぞれ、BSSID要素142または144の形態で、P2P発見の一部として送信され
るプローブ要求フレーム130/プローブ応答フレーム132に含められ得る。図4を参照すると
、たとえば、図2および図3のBSSID要素142または144についてのBSSID要素フォーマット20
0の例は、次を含む:
【００２１】
　要素IDフィールド202は、802.11-2007プロトコル定義の表7-26に定義されているように
、BSSID要素を識別する。
【００２２】
　長さフィールド204は6に設定される。
【００２３】
　BSSIDフィールド206は、STAが現在関連しているAPのMACアドレスに設定される。
【００２４】
　現在の関連性に関する他の情報は、関連性要素150または152を含めることによって、プ
ローブ要求130またはプローブ応答132に含められ得る。関連性要素150または152は、プロ
ーブ要求フレーム130またはプローブ応答フレーム132を送るデバイス(たとえば、それぞ
れのSTA)の現在の関連性に関する情報を含んでいることができる。
【００２５】
　図5を参照すると、たとえば、図2および図3の関連性要素150または152についての関連
性要素フォーマット300の例は、次を含む:
【００２６】
　要素IDフィールド302は、802.11-2007プロトコル定義の表7-26に定義されているように
、関連性要素を識別する。
【００２７】
　チャネルフィールド308は、関連性のチャネルに設定される。
【００２８】
　SSIDフィールド310は、関連性のSSIDに設定される。サービスセット識別子SSIDは、人
が読み取れるネットワークの名称である。
【００２９】
　図1～図5に関して、いくつかの実施形態では、サービスセット識別子は、ローカルまた
は企業のいずれかの特定の802.11ワイヤレスネットワークを指定する。通常の802.11STA
がプローブ応答を送らず、プローブ要求がAP、たとえば、AP102についてのみ(他のSTA、
たとえば、STA104または106についてではない)と宛先が定められているので、BSSID要素1
42/144または関連性要素150/152をプローブ要求130/プローブ応答132に加えることは、た
とえば、WFAのTDLS仕様の一部としてWiFiアライアンス(WFA)において定義されることが必
要な場合がある。WFA内で完全に定義されるP2Pモードでは、プローブ要求フレーム/プロ
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ーブ応答フレームを他のSTAに送るSTAは、P2P発見の一部である。TDLS能力のビットには
、電気電子学会(IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers)によって
規制されるフィールド内のビットの定義が必要なので、たとえば、TDLS能力指示118また
は119に関して上記に示したTDLS能力のビットは、IEEEによって定義されるべきである。
【００３０】
　能力要素134および136、BSSID要素142および144、ならびに関連性要素150および152は
それぞれ、プローブ要求130およびプローブ応答132に関して説明されているが、これらの
要素はまた、発見要求112および発見応答116に存在し得ることを理解されたい。言い換え
れば、発見要求112および発見応答116は、能力要素134および136、BSSID要素142および14
4、または関連性要素150および152のうちの1つまたは複数をP2P発見プロセスに関連して
いないTDLS発見プロセスに含めることができる。
【００３１】
　一例では、発見されたSTA(たとえば、STA106)が、現在、それがAP(たとえば、AP102)に
関連しており、走査しているSTA(たとえば、STA104)がそのAPに関連していることができ
ることを指示する場合、走査しているSTAは、APに関連し、発見されたSTAとP2Pネットワ
ークを開始するのではなく、発見されたSTAとのTDLSダイレクトリンク(たとえば、リンク
109)を形成することができる。TDLSダイレクトリンク109を形成する利点は、APからの同
時アクセスをより容易にする可能性があり、(APについての認証情報が、走査しているSTA
において利用できたので)発見されたSTAに接続するために、新しい認証情報を入力する必
要がないことである。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、APに関連している発見されたSTAとの接続を望む、走査して
いるSTAは、2つの選択肢を有する。第1の選択肢は、発見されたSTAとP2Pネットワークを
開始することである。P2Pネットワークは、発見されたSTAによって同時動作を簡素化する
ために、APとの関連性に使用されるのと同じチャネルにおいて開始され得る。第2の選択
肢は、走査しているSTAが、APに関連し、次いで、発見されたSTAにとのTDLSダイレクトリ
ンクをセットアップすることである。走査しているSTAが、APについての認証情報を有す
るとき、このプロセスは、ユーザ対話を必要としないことになる。走査しているSTAが、A
Pについてのセキュリティ認証情報を有していないとき、このプロセスは、セキュリティ
認証情報を入力するか、またはプッシュボタン構成などのいずれかによって、ユーザ/そ
のAPに関連するSTAを含むことになる。当業者には、セキュリティ認証情報を確立するた
めの多くの技法が、本開示の趣旨または範囲に影響を及ぼすことなく使用可能であること
が理解されるはずである。
【００３３】
　他の実施形態では、走査しているSTAが、現在、発見されたSTAと同じAPに関連している
場合、(ほとんどのAPは、その関連しているSTAがピアツーピアで通信することを可能にす
るので)走査しているSTAは、APを通じて通信可能であり得る。いくつかの実施形態では、
STA間の直接的な通信が可能であるかどうかは、APを通じてTDLS発見フレーム(たとえば、
発見要求112)を発見されたSTAに送ることによってテストされ得る。たとえば、発見され
たSTAが、発見要求を受信したとき、発見されたSTAは、TDLS発見応答(たとえば、発見応
答116)を送る。一例では、走査しているSTAのピア発見構成要素108は、発見要求112の送
信に対応するタイマを維持することができ、応答タイムアウトが生じたとき(たとえば、
タイマの期限が切れたとき)、走査しているSTAは、STA間の通信がAPによってブロックさ
れると仮定する。他の実施形態では、STAとAPとの間のリンク109のセキュリティのタイプ
は、関連性要素内(たとえば、関連性要素150または152内)に指示され得る。
【００３４】
　図1～図7を参照すると、いくつかの実施形態では、ピア発見構成要素108は、カプセル
化された発見要求160および/またはカプセル化された発見応答162を生成し、送信するよ
うに構成され得る。たとえば、カプセル化された発見要求160およびカプセル化された発
見応答162は、発見要求112および発見応答116にそれぞれ対応し、この発見要求112および
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発見応答116はそれぞれ、カプセル化164および166内に含まれている。たとえば、いくつ
かの実施形態では、カプセル化164および166は、発見要求112および発見応答116を別のST
A(たとえば、AP102)を通じてトランスペアレントに送信されるのを可能にするメッセージ
フォーマットまたはフレームフォーマットであってもよい。たとえば、カプセル化164お
よび166は、レイヤ2(L2)カプセル化を含むことができるが、これに限定されない。それに
応じて、カプセル化された発見要求160およびカプセル化された発見応答162は、TDLS発見
の目的で2つの新しいTDLSフレームを定義する。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、カプセル化されたTDLS発見要求フレーム160およびTDLS発見
応答フレーム162は、TDLSの発見要求フレーム160または発見応答フレーム162を送るSTAが
関連しているAPの媒体アクセス制御(MAC)アドレスのそれぞれの基本サービスセット識別
子(BSSID)172および174を識別するそれぞれのBSSID要素168および170を少なくとも含むこ
とができる。BSSID要素168および170が、BSSID要素フォーマット200と同じフォーマット
を有することができ、かつ/またはそれぞれ、BSSID要素142および144と同じであってもよ
いことが分かる。
【００３６】
　図8は、カプセル化されたTDLS発見要求フレームフォーマット500の一例を示している。
図1～図8に関して、TDLS発見要求フレームフォーマット500は、基本サービスセット識別
子(BSSID)要素168を含んだ、カプセル化されたTDLS発見要求フレーム160に使用され得る
。さらには、カプセル化されたTDLS発見要求フレームフォーマット500は、506で説明され
るように、かつ502で指示されるように順序付けされ得る様々な他の情報要素504を含むこ
とができる。
【００３７】
　図9は、例示的なTDLS発見応答フレームフォーマット600を示している。図1～図9に関し
て、TDLS発見応答フレームフォーマット600は、基本サービスセット識別子(BSSID)要素17
0を含んだ、カプセル化されたTDLS発見応答フレーム162に使用され得る。さらには、カプ
セル化されたTDLS発見応答フレームフォーマット600は、606で説明されるように、かつ60
2で指示されるように順序付けされ得る様々な他の情報要素604を含むことができる。
【００３８】
　様々な実施形態では、それぞれのBSSID要素168および170の代わりに、802.11zにおいて
定義される既存のリンク識別子要素176および178は、カプセル化されたTDLSの発見要求フ
レーム160および発見応答フレーム162内にそれぞれ含められ得る。そのようなフレームお
よび他のタイプのフレームについてのフォーマットの例は、その全体が参照により本明細
書に組み込まれている米国特許出願第12/917,382号に開示されているが、これに限定され
ない。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、カプセル化された発見要求フレーム160およびカプセル化さ
れた発見応答フレーム162はそれぞれ、それぞれのSTAの現在の関連性に関する他の情報を
含むそれぞれの関連性要素180および182を含むことができる。たとえば、関連性要素180
および182は、APとのリンクに関するセキュリティのタイプ(たとえば、セキュリティタイ
プ)、動作チャネル、動作チャネル帯域幅、APからの現在のPHY速度、APへの現在のPHY速
度などの情報を含むことができるが、これらに限定されない。関連性要素180および182は
、関連性要素150および152と同じであっても、またはこれらに類似していてもよいことが
分かる。
【００４０】
　図10は、デバイスの現在の関連性に関する情報を含んでいる関連性要素フォーマット11
00の一例を示している。図1～図10に関して、たとえば、関連性要素フォーマット1100は
、要素IDフィールド1102、長さフィールド1104、(先に論じたBSSIDフィールドと同じであ
っても、またはこれに類似していてもよい)BSSIDフィールド1106、STAアドレスフィール
ド1108、セキュリティタイプフィールド1110、動作チャネルフィールド1112、動作帯域幅
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フィールド1114、APへのPHY速度フィールド1116、APからのPHY速度フィールド1118、およ
びSSIDフィールド1129のうちの1つまたは複数を含むことができるが、これらに限定され
ない1つまたは複数の情報要素1101を含むことができる。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、デバイスタイプ発見またはサービス発見(ベンダ固有要素を
含む)に関係する情報要素1101は、発見フレームに加えられる。TDLSの発見要求フレーム1
60および発見応答フレーム162は、典型的にはSTAによって送信されるプローブ要求/応答
フレームに含められることになる情報要素1101の一部またはすべてを含むことができる。
特定の実施形態では、STAは、P2Pデバイスとして動作するとき、プローブ応答フレームの
みを送信する。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、TDLS発見要求フレーム160は、ブロードキャストアドレスに
送信され、それにより、ネットワークレイヤ2ドメイン内の任意のデバイスが、それを受
信することができるようになる。同じネットワークレイヤ2ドメイン内のデバイスは、AP
に関連しているデバイスである場合もあり得るが、また、APのワイヤードインターフェー
スを通じて接続されたデバイスおよび別のAPに関連しているワイヤレスデバイスである場
合もあり得る。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、TDLS発見要求フレーム160を受信し、TDLS可能であるSTAは、
TDLS発見応答フレーム162により応答することができる。TDLS発見応答フレーム162は、TD
LS発見要求フレーム160で指示されるBSSID172(または発見要求160に含められ得る他の要
素のうちの1つからの別のBSSID値)が、それ自体のBSSID174(または発見応答162もしくは
応答しているSTAに関連している他の要素のうちの1つからの別のBSSID値)にマッチしない
とき、送信不可能である。現在、802.11zプロトコルは、TDLSダイレクトリンク109が、異
なるBSSIDに関連するSTA間でセットアップされることを可能にしていない。したがって、
そのような実施形態では、TDLS発見要求160は、非マッチングBSSIDの場合、応答が送信さ
れるべきか否かについての指示184を含むことができる。
【００４４】
　他の実施形態では、現在の関連性のチャネル1012が、TDLSの発見要求160または発見応
答162に含められる。チャネルが同じであるとき、これは、BSSID(たとえば、172および17
4)が異なるときですら、STAがTDLSダイレクトリンク109をセットアップすることができる
ことを示す。他の実施形態では、TDLS発見要求フレームは、APとの関連付け直後に送られ
る。TDLS発見要求フレームは、一定の間隔、たとえば、1分に1回、送られ得る。TDLS発見
要求フレームは、ユニキャストアドレスに送られ得る。TDLS発見要求フレームは、ユニキ
ャストアドレス(AI=BSSID、A2=STAアドレス、A3=ユニキャストアドレス)に送られ得る。T
DLS発見要求フレームが送信されるユニキャストアドレスは、MACサービスデータユニット
(MSDU)がこのアドレスに送信された後、またはこのアドレスから受信した後、取得され得
る。
【００４５】
　他の実施形態では、TDLS能力指示118または119は、TDLSの発見要求フレーム160または
発見応答フレーム162を受信することによって暗示される。固有のTDLS能力要素(たとえば
、能力要素134または136)は、カプセル化されたTDLSの発見要求160/発見応答162を含むTD
LSの発見要求112/発見応答116に含められ得る。たとえば、TDLS能力は、TDLSの発見要求/
発見応答に含められる拡張能力要素の一部として信号伝達され得る。
【００４６】
　他の実施形態では、TDLSのセットアップ要求フレーム/セットアップ応答フレームに含
まれている情報要素はまた、TDLSの発見要求フレーム/発見応答フレームに含まれている
。発見の目的で、一例では、TDLSセットアップ規則は、次のように修正される。TDLSセッ
トアップ要求フレームが、そのフレームを発見フレームとして指定するブロードキャスト
アドレスに送信される(たとえば、グループアドレスへのTDLSセットアップ要求フレーム
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の送信は、セットアップ要求フレームを発見フレームとして指定する)。ブロードキャス
トTDLSセットアップ要求フレームを受信するとき、TDLSをサポートするデバイスが、ユニ
キャストTDLSセットアップ応答フレームにより応答する。いくつかの実施形態では、TDLS
セットアップ確認フレームが、ブロードキャストTDLSセットアップ要求フレームに応答し
た、受信したTDLSセットアップ応答フレームに応答して送信されない場合がある。セット
アップ要求と対応する応答とは、ダイアログトークン(たとえば、同じダイアログまたは
メッセージ交換に関係するメッセージを識別するために使用されるトークン)を使用して
マッチングされ得る。TDLSセットアップフレームを再使用して発見することにより、802.
11zプロトコル内の新しいフレームを定義する必要性がなくなる。
【００４７】
　TDLSセットアップ要求フレームが、TDLS発見に使用されるとき、TDLSセットアップ確認
フレームを送ることによって、ダイレクトリンクの開始を引き起こすことができる(この
場合、確認フレームは、ダイレクトリンクを開始するのに必要な唯一のフレームである)
。STAのいずれか(要求側または応答側のいずれか)が、TDLSダイレクトリンクをアクティ
ブにするために、TDLSセットアップ確認フレームを送信することができる。しかしながら
、TDLSセットアップ確認フレームは、TDLSのSTAは、実際にはいずれのデータも交換しな
い場合があるので、TDLS発見後、2つのTDLS可能なSTA間で送信される必要はない。他の実
施形態では、受信したブロードキャストTDLSセットアップ要求および関連するTDLSセット
アップ応答すべての状態は、STAにおいて記憶される。
【００４８】
　それに応じて、TDLSセットアップ要求フレームおよびTDLSセットアップ応答フレームが
発見に使用されるとき、実際にダイレクトリンクをセットアップするために別のTDLSセッ
トアップ要求フレーム(場合により、対応するTDLSセットアップ応答フレームおよびTDLS
セットアップ確認フレーム)を送ることが必要な場合がある。これにより、TDLSのセット
アップ要求フレーム/セットアップ応答フレームがTDLS発見交換の一部であることをそこ
から受信したすべてのSTAの能力を追跡し続けなくてはならない負担が抑えられる。
【００４９】
　さらなる実施形態では、潜在的なTDLSピアSTAは、ブロードキャスト発見要求を送るこ
とによって発見され得、ここで、発見要求情報は、レイヤ2(L2)カプセル化でカプセル化
される。加えて、たとえば、いくつかの実施形態では、発見応答は、要求しているSTAの
ユニキャストアドレスに送られ、ここで、発見情報はまた、L2カプセル化でカプセル化さ
れる。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、TDLS発見フレームは、デバイスの一次目的および/または二
次目的を示す1つまたは複数のデバイスタイプ要素を含むことができる。デバイスタイプ
の例は、コンピュータ、入力デバイス(たとえば、マウス、キーボードなど)、ディスプレ
イ、カメラ、スマートフォンなどを含むが、これらに限定されない。TDLS発見応答は、発
見要求内に存在する要求されたデバイスタイプが、受信しているSTAにおけるデバイスタ
イプにマッチするときのみ、送信され得る。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、どの情報要素がTDLSセットアップ要求フレームおよびTDLSセ
ットアップ応答フレーム内に含められるかの決定は、それらが、TDLS発見に使用されるの
か、またはTDLSリンクセットアップに使用されるのかによるものであり得る。いくつかの
実施形態では、TDLS発見の場合、プローブ要求フレームが、TDLSイーサタイプでカプセル
化され、ブロードキャストアドレスまたはユニキャストアドレスに送信され得る。通常の
情報要素に加えて、プローブ要求は、送信側STAのMACアドレスおよびBSSIDを指定するリ
ンク識別子を含んでいることができる。関連性のチャネル、APからの現在のPHY速度、AP
とのリンクにおけるセキュリティのタイプなど、他の関連性パラメータも含められ得る。
受信したプローブ応答は、STAが拡張能力要素を通じてTDLS可能であるかどうかを示すこ
とになり、またはTDLS能力は、STAがカプセル化されたプローブ要求を解析し、カプセル



(13) JP 6054419 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

化されたプローブ応答により応答できたので、推論され得る。プローブ応答は、TDLS開始
側STAアドレスと、TDLS応答側STAのBSSIDと、TDLS応答側STAアドレスとを含んでいるリン
ク識別子要素を含んでいることができる。いくつかの実施形態では、プローブ応答は、TD
LSフレームでカプセル化される。当業者には、本明細書に列挙された関連性パラメータが
排他的ではないこと、および本開示の範囲または趣旨に影響を及ぼすことなく、本明細書
に言及されたその他の関連性パラメータも含められ得ることが理解されるはずである。
【００５２】
　図1～図11に関して、いくつかの実施形態では、図示の局STA(たとえば、STA102、104お
よび/または106)のいずれをも、局2000によって表すことができる。局2000は、本明細書
に説明される構成要素および機能のうちの1つまたは複数に関連している処理機能を遂行
するためのプロセッサ2001を含む。プロセッサ2001は、単一のセットまたは複数のセット
のプロセッサまたはマルチコアプロセッサを含むことができる。その上、プロセッサ2001
は、統合型処理システムおよび/または分散型処理システムとして実装され得る。
【００５３】
　局2000は、たとえば、プロセッサ2001によって実行されるアプリケーションのローカル
バージョンを記憶するためのメモリ2002をさらに含む。メモリ2002は、ランダムアクセス
メモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、テープ、磁気ディスク、光ディスク、揮発性メモ
リ、不揮発性メモリ、およびそれらの任意の組合せなど、コンピュータによって使用可能
な任意のタイプのメモリを含むことができる。
【００５４】
　さらには、局2000は、本明細書に説明されるハードウェア、ソフトウェア、およびサー
ビスを利用する1人または複数人の当事者との通信の確立および維持を可能にする通信構
成要素2003を含む。通信構成要素2003は、局2000における構成要素間ならびに局2000と、
通信ネットワークにわたって配置されたデバイスおよび/または局2000に連続的にまたは
局所的に接続されたデバイスなど、外部デバイスとの間の通信を伝えることができる。た
とえば、通信構成要素2003は、1つまたは複数のバスを含むことができ、外部デバイスと
インターフェースをとるように動作可能な送信器および受信器にそれぞれ関連している送
信チェーン構成要素および受信チェーン構成要素をさらに含むことができる。
【００５５】
　加えて、局2000は、データストア2004をさらに含むことができ、このデータストア2004
は、本明細書に説明される態様に関して用いられる情報、データベース、およびプログラ
ムの大容量記憶を可能にするハードウェアおよび/またはソフトウェアの任意の適切な組
合せであってもよい。たとえば、データストア2004は、プロセッサ2001によって現在実行
されていないアプリケーションのデータリポジトリであってもよい。
【００５６】
　局2000は、局2000のユーザからの入力を受信するように動作可能な、さらにはユーザに
提示するための出力を生成するように動作可能なユーザインターフェース構成要素2005を
追加的に含むことができる。ユーザインターフェース構成要素2005は、キーボード、テン
キー、マウス、タッチ感応型ディスプレイ、ナビゲーションキー、ファンクションキー、
マイクロフォン、音声認識構成要素、ユーザからの入力を受信できる任意の他の機構、ま
たはそれらの任意の組合せを含むが、これらの限定されない1つまたは複数の入力デバイ
スを含むことができる。さらには、ユーザインターフェース構成要素2005は、ディスプレ
イ、スピーカ、触覚フィードバック機構、プリンタ、ユーザに出力を提示できる任意の他
の機構、またはそれらの任意の組合せを含むが、これらに限定されない1つまたは複数の
出力デバイスを含むことができる。
【００５７】
　いくつかの実施形態では、局2000は、別の局など、別のピアデバイスとのTDLS通信を発
見し、開始し、または確立するように構成されたピア発見構成要素108を含むことができ
る。ピア発見構成要素108は、本開示に説明される機能のすべてもしくは一部分、ならび
に/または様々なメッセージ流れ図に関して説明される他の様々な態様および本開示で論



(14) JP 6054419 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

じるそのような発見要求を生成し、かつそのような発見応答を決定するための様々な実装
形態を含む。さらには、そのような例は、その全体が参照により本明細書に組み込まれて
いる米国特許出願第12/917,382号に開示されている(が、これらに限定されない)。
【００５８】
　様々な実施形態では、TDLSは、たとえば、WiFiディスプレイデバイスにおけるワイヤレ
スディスプレイ(WFD)のためのリンク方法として選択され得る。たとえば、STAのうちの1
つ(たとえば、104)は、メディア(たとえば、ビデオデータ)を別のSTA(たとえば、106)に
提供するための、送信元デバイスとすることができ、これはシンクデバイスであってもよ
い。メディアは、たとえば、ビデオデータ(たとえば、ビデオクリップ)、音声データ、ア
プリケーション、ゲーム、インターネットブラウザ、ナビゲーションアプリケーション、
OSのGUI(または他のGUI)、連絡先リストなどとすることができる(が、これらに限定され
ない)。送信元デバイス104は、モバイルフォン、PDA、ラップトップ、タブレット、メデ
ィアプレーヤ、ビデオゲームシステム、またはメディアを再生および/もしくは配信でき
る任意の他のデバイスとすることができる。シンクデバイス106は、テレビジョン、モニ
タ、DLP、自動車用ディスプレイ、もしくはラップトップなどのディスプレイデバイス、
または配信されたメディアを再生できる任意のデバイスとすることができる。それに応じ
て、様々な実施形態では、メディアは、送信元デバイス104において再生され得、TDLSリ
ンク109を介してシンクデバイス106においてミラーリングおよび/またはストリーミング
され得る。特定の実施形態では、シンクデバイス106は、配信されたメディアを受信し、
次いでそのメディアをディスプレイデバイスに(たとえば、ワイヤード接続を介して)配信
するためのデバイスとすることができる。
【００５９】
　そのような実施形態では、TDLSが送信元デバイス104とシンクデバイスと106との間に確
立された後、送信元デバイス104およびシンクデバイス106は、互いのIPアドレス(ローカ
ルIPアドレス)を知ることができない場合もあり得、これにより、送信元デバイス104とシ
ンクデバイス106との間のディスプレイセッションを確立することが必要なこともある。
これは、たとえば、TDLSが確立される前に、送信元デバイス104とシンクデバイス106との
間でトラフィックが交換されない場合に起こり得る。これは、たとえば、AP(たとえば、1
02)を介してWLANにわたってIPベースの発見を行うことが望ましくないとき、やはり起こ
り得る。
【００６０】
　それに応じて、様々な実施形態では、ローカルIPアドレスフィールドは、ベンダ固有情
報要素(IE)(たとえば、504、604)内に設けることができる。特定の実施形態では、IEは、
WiFiディスプレイデバイスに特有である。いくつかの実施形態では、TDLS可能なディスプ
レイデバイス(たとえば、シンクデバイス106)は、プローブ要求フレーム130および/また
はプローブ応答フレーム132内にローカルIPアドレスフィールドを有するIEを含むことが
できる。特定の実施形態では、ローカルIPアドレスフィールドは、デバイスはTDLSを望ん
でいるだけなのかどうか、および/またはデバイスがAPに関連しているかどうかなどの資
格条件に基づいて含められ得る。他の実施形態では、ローカルIPアドレスフィールドを有
するIEは、パブリックアクションフレーム、および/またはアクションフレームなど、デ
ィスプレイセッションの確立に先立って交換可能な任意の適切な802.11管理フレームに含
められ得る。
【００６１】
　図1～図12に関して、様々な実施形態によれば、方法S1200は、ブロックS1210で、第1の
クライアント局(たとえば、STA104)によって、要求を第2のクライアント局(たとえば、ST
A106)に送信するステップを含む。次いで、方法S1200は、ブロックS1220で、第2のクライ
アント局の応答を受信するステップを含み、要求および応答のうちの少なくとも一方は、
対応するクライアント局のローカルIPアドレスを含む。方法S1200は、ブロックS1230で、
ローカルIPアドレスに基づいて、第1のクライアント局と第2のクライアント局との間のト
ンネルダイレクトリンクセットアップ(TDLS)ダイレクトリンクを確立するステップを含む
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。
【００６２】
　開示される方法におけるステップの固有の順序または階層は、例示的手法の一例である
ことは理解される。設計嗜好に基づいて、方法におけるステップの固有の順序または階層
は、本開示の範囲内にとどまりながら再構成され得ることは理解される。添付の方法クレ
ームは、見本順序で様々なステップの要素を提示しており、提示される固有の順序または
階層に限定されることを意味していない。
【００６３】
　当業者には、情報および信号が、種々の異なる技術および技法のうちのいずれをも使用
して表すことができることは理解されるはずである。たとえば、上記の説明全体を通じて
参照され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、記号、およびチップは、電
圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁気粒子、光学場もしくは光学粒子、またはそれらの任
意の組合せによって表すことができる。
【００６４】
　当業者にはさらに、本明細書に開示される実施形態に関連して説明される様々な例示的
な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子機器ハードウ
ェア、コンピュータソフトウェア、またはこの両方の組合せとして実装され得ることが認
識されるはずである。ハードウェアとソフトウェアとのこの互換性を明瞭に示すために、
様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、その機能の
観点から大まかに上記に説明されている。そのような機能が、ハードウェアとして実施さ
れるのか、またはソフトウェアとして実施されるのかは、特定のアプリケーションおよび
システム全体に課せられる設計制約によって決まる。当業者は、特定の各アプリケーショ
ンについて様態を変更する際、説明した機能を実施することができるが、そのような実装
形態の決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすと解釈すべきでない。
【００６５】
　本明細書に開示される実施形態に関連して説明される様々な例示的な論理ブロック、モ
ジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向
け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラ
マブル論理デバイス、個別のゲートもしくはトランジスタ論理、個別のハードウェア構成
要素、または本明細書に説明される機能を行うように設計されているそれらの任意の組合
せを用いて実装あるいは実行され得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであって
もよいが、代替として、このプロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マ
イクロコントローラ、または状態機械であってもよい。プロセッサはまた、コンピューテ
ィングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイ
クロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意
の他のそのような構成として実装されてもよい。
【００６６】
　本明細書に開示される実施形態に関連して説明される方法またはアルゴリズムのステッ
プは、ハードウェアで、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、また
はこの2つの組合せで直接実施され得る。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッ
シュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リム
ーバブルディスク、CD-ROM、または当技術分野で知られている任意の他の形態のストレー
ジ媒体において常駐することができる。例示的なストレージ媒体は、プロセッサに連結さ
れ、したがって、プロセッサは、ストレージ媒体から情報を読み取り、ストレージ媒体に
情報を書き込むことができるようになる。代替として、ストレージ媒体は、プロセッサと
一体であってもよい。プロセッサおよびストレージ媒体は、ASIC内にあってもよい。ASIC
は、ユーザ端末内にあってもよい。代替として、プロセッサおよびストレージ媒体は、個
別の構成要素としてユーザ端末内にあってもよい。
【００６７】
　1つまたは複数の例示的な実施形態では、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウ
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ェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せにおいて実施され得る。ソフトウェ
アで実施される場合、これらの機能は、1つまたは複数の命令もしくはコードとして、コ
ンピュータ可読記録媒体上に記憶され得る、あるいはコンピュータ可読記録媒体を介して
送信され得る。コンピュータ可読記録媒体は、コンピュータストレージ媒体と、1つの場
所から別の場所にコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体
の両方を含む。ストレージ媒体は、コンピュータによってアクセス可能な任意の利用可能
な媒体とすることができる。限定ではなく、例として、そのようなコンピュータ可読記録
媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM、または他の光ディスクストレージ、磁気ディスクス
トレージ、もしくは他の磁気ストレージデバイス、あるいはコンピュータによってアクセ
ス可能な命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコードを運ぶまたは記憶するた
めに使用可能な任意の他の媒体を含むことができる。加えて、いずれの接続も、適切にコ
ンピュータ可読記録媒体と称される。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファ
イバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、および
マイクロ波などのワイヤレス技術を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモート
ソースから送信される場合には、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DS
L、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含め
られる。本明細書に使用されるとき、ディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパク
トディスク(disc)(CD)、レーザディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディ
スク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)、およびブルーレイディスク(di
sc)を含み、この場合、通常、ディスク(disk)は、データを磁気的に再生し、ディスク(di
sc)は、データをレーザを用いて光学的に再生する。上記の組合せはまた、コンピュータ
可読記録媒体の範囲内に含めるべきである。
【００６８】
　開示の実施形態の先の説明は、当業者が本開示を作成し、または使用できるように提供
されている。これらの実施形態に対する様々な修正形態は、当業者には容易に明らかにな
ろう。また本明細書に定義された概括的原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱するこ
となく他の実施形態に適用可能である。したがって、本開示は、本明細書に示された実施
形態に限定するように意図されておらず、本明細書に開示される原理および新規機能と一
致する最大の範囲を受けるべきである。
【符号の説明】
【００６９】
　　100　WLAN
　　102　アクセスポイント
　　104　クライアント（STA、送信元デバイス）
　　106　クライアント（STA、シンクデバイス）
　　108　ピア発見構成要素
　　109　TDLSダイレクトリンク
　　110　発見要求生成器
　　112　発見要求
　　114　発見応答決定器
　　116　発見応答
　　118　TDLS能力指示
　　120　発見応答生成器
　　122　ピア通信イニシエータ
　　2000　局
　　2001　プロセッサ
　　2002　メモリ
　　2003　通信構成要素
　　2004　データストア
　　2005　ユーザインターフェース構成要素
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