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(57)【要約】
　説明する装置および方法は、ＬＡＮとＷＡＮとの間に
ゲートウェイを与えるためにワイヤレスワイドエリアネ
ットワーク（ＷＷＡＮ）バックホール接続を有するワイ
ヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）アクセ
スポイントを含む。一例では、アクセスポイントはセル
ラー電話であり得る。ここで、アクセスポイント中のプ
ロセッサは、複数のアクセス端末がそれぞれＬＡＮにア
クセスするために複数のマスターキーの各々を利用し得
るように、それらのマスターキーを生成するように構成
される。さらに、プロセッサは、アクセス端末のうちの
少なくとも１つへのリソースの割当ての制御を可能にす
るように構成される。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　ワイドエリアネットワークへのバックホール接続を確立するためのワイヤレスワイド
エリアネットワークトランシーバと、
　　ローカルエリアネットワークを確立するためのワイヤレスローカルエリアネットワー
クトランシーバと、
　　各アクセス端末が前記ローカルエリアネットワークにアクセスするために複数のマス
ターキーの各々を利用する、複数のアクセス端末に前記ワイドエリアネットワークへのゲ
ートウェイを与えるために、前記マスターキーを生成するように構成されたプロセッサと
　を備える、ワイヤレスローカルエリアネットワークアクセスポイントであって、
　前記プロセッサが、前記アクセス端末のうちの少なくとも１つへのリソースの割当ての
制御を可能にするようにさらに構成された
ワイヤレスローカルエリアネットワークアクセスポイント。
【請求項２】
　リソースの前記割当ての前記制御が、１つまたは複数のファクタに従って前記アクセス
端末のうちの前記少なくとも１つに対応するフローの優先度を増加または低下させること
を備える、請求項１に記載のワイヤレスローカルエリアネットワークアクセスポイント。
【請求項３】
　前記ファクタが、特定のアクセス端末についてのサービス品質または帯域幅要望を備え
る、請求項２に記載のワイヤレスローカルエリアネットワークアクセスポイント。
【請求項４】
　前記ファクタが、前記アクセスポイントにおいて利用可能なエネルギーの量と、特定の
アクセス端末からのエネルギーについての要望または要求とを備える、請求項２に記載の
ワイヤレスローカルエリアネットワークアクセスポイント。
【請求項５】
　前記ファクタが、前記アクセスポイントにおいて利用可能な処理ヘッドルームと、特定
のアクセス端末からの処理能力についての要望または要求とを備える、請求項２に記載の
ワイヤレスローカルエリアネットワークアクセスポイント。
【請求項６】
　前記ファクタが、特定のアクセス端末に前記ワイドエリアネットワークへのアクセスを
許可することによって発生される収入を備える、請求項２に記載のワイヤレスローカルエ
リアネットワークアクセスポイント。
【請求項７】
　前記マスターキーの各々が、前記ワイドエリアネットワークにアクセスするための単一
のサービスセット識別子に対応する、請求項１に記載のワイヤレスローカルエリアネット
ワークアクセスポイント。
【請求項８】
　前記マスターキーの各々が、前記ワイドエリアネットワークにアクセスするための複数
のサービスセット識別子のうちの１つに対応する、請求項１に記載のワイヤレスローカル
エリアネットワークアクセスポイント。
【請求項９】
　前記プロセッサに通信可能に結合されたユーザインターフェースをさらに備える、請求
項１に記載のワイヤレスローカルエリアネットワークアクセスポイント。
【請求項１０】
　前記ユーザインターフェースが、前記アクセス端末の各々に対するアクセス特権の制御
を可能にするように構成された、請求項９に記載のワイヤレスローカルエリアネットワー
クアクセスポイント。
【請求項１１】
　前記プロセッサが、前記複数のマスターキーのうちの少なくとも１つを認証するように
さらに構成された、請求項１に記載のワイヤレスローカルエリアネットワークアクセスポ
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イント。
【請求項１２】
　サブネットの各々が前記サブネットの各々からファイアウォールされるように、前記ロ
ーカルエリアネットワークが複数の前記サブネットに区分される、請求項１に記載のワイ
ヤレスローカルエリアネットワークアクセスポイント。
【請求項１３】
　前記マスターキーの各々が前記サブネットのうちの１つに対応する、請求項１２に記載
のワイヤレスローカルエリアネットワークアクセスポイント。
【請求項１４】
　前記アクセスポイントがセルラー電話である、請求項１に記載のワイヤレスローカルエ
リアネットワークアクセスポイント。
【請求項１５】
　アクセスポイントからワイヤレスワイドエリアネットワークへのバックホール接続を確
立することと、
　ワイヤレスローカルエリアネットワークトランシーバを利用して前記アクセスポイント
からワイヤレスローカルエリアネットワークを確立することと、
　各アクセス端末が前記ワイヤレスローカルエリアネットワークにアクセスするために複
数のマスターキーの各々を利用する、複数のアクセス端末に前記ワイヤレスワイドエリア
ネットワークへのゲートウェイを与えるために前記アクセスポイント中で前記マスターキ
ーを生成することと、
　前記アクセス端末のうちの少なくとも１つへのリソースの割当てを制御することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項１６】
　リソースの前記割当てを前記制御することが、１つまたは複数のファクタに従って前記
アクセス端末のうちの前記少なくとも１つに対応するフローの優先度を増加または低下さ
せることを備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ファクタが、特定のアクセス端末についてのサービス品質または帯域幅要望を備え
る、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ファクタが、前記アクセスポイントにおいて利用可能な処理ヘッドルームと、特定
のアクセス端末からの処理能力についての要望または要求とを備える、請求項１６に記載
の方法。
【請求項１９】
　前記ファクタが、特定のアクセス端末に前記ワイヤレスワイドエリアネットワークへの
アクセスを許可することによって発生される収入を備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記マスターキーの各々が、前記ワイヤレスワイドエリアネットワークにアクセスする
ための単一のサービスセット識別子に対応する、請求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
　前記マスターキーの各々が、前記ワイヤレスワイドエリアネットワークにアクセスする
ための複数のサービスセット識別子のうちの１つに対応する、請求項１５に記載の方法。
【請求項２２】
　前記アクセス端末の各々に対するアクセス特権の制御を可能にするために前記アクセス
ポイント上でユーザインターフェースを利用することをさらに備える、請求項１５に記載
の方法。
【請求項２３】
　前記複数のマスターキーのうちの少なくとも１つを認証することをさらに備える、請求
項１５に記載の方法。
【請求項２４】
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　サブネットの各々が前記サブネットの各々からファイアウォールされるように、前記ワ
イヤレスローカルエリアネットワークを複数の前記サブネットに区分することをさらに備
える、請求項１５に記載の方法。
【請求項２５】
　前記マスターキーの各々が前記サブネットのうちの１つに対応する、請求項２４に記載
の方法。
【請求項２６】
　前記アクセスポイントがセルラー電話である、請求項１５に記載の方法。
【請求項２７】
　アクセスポイントからワイヤレスワイドエリアネットワークへのバックホール接続を確
立するための手段と、
　ワイヤレスローカルエリアネットワークトランシーバを利用して前記アクセスポイント
からワイヤレスローカルエリアネットワークを確立するための手段と、
　各アクセス端末が前記ワイヤレスローカルエリアネットワークにアクセスするために複
数のマスターキーの各々を利用する、複数のアクセス端末に前記ワイヤレスワイドエリア
ネットワークへのゲートウェイを与えるために前記アクセスポイント中で前記マスターキ
ーを生成するための手段と、
　前記アクセス端末のうちの少なくとも１つへのリソースの割当てを制御するための手段
と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項２８】
　リソースの前記割当てを制御するための前記手段が、１つまたは複数のファクタに従っ
て前記アクセス端末のうちの前記少なくとも１つに対応するフローの優先度を増加または
低下させるための手段を備える、請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記ファクタが、特定のアクセス端末についてのサービス品質または帯域幅要望を備え
る、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記ファクタが、前記アクセスポイントにおいて利用可能な処理ヘッドルームと、特定
のアクセス端末からの処理能力についての要望または要求とを備える、請求項２８に記載
の装置。
【請求項３１】
　前記ファクタが、特定のアクセス端末に前記ワイヤレスワイドエリアネットワークへの
アクセスを許可することによって発生される収入を備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３２】
　前記マスターキーの各々が、前記ワイヤレスワイドエリアネットワークにアクセスする
ための単一のサービスセット識別子に対応する、請求項２７に記載の装置。
【請求項３３】
　前記マスターキーの各々が、前記ワイヤレスワイドエリアネットワークにアクセスする
ための複数のサービスセット識別子のうちの１つに対応する、請求項２７に記載の装置。
【請求項３４】
　前記アクセス端末の各々に対するアクセス特権の制御を可能にするためにユーザが前記
アクセスポイントとインターフェースすることを可能にするための手段をさらに備える、
請求項２７に記載の装置。
【請求項３５】
　前記複数のマスターキーのうちの少なくとも１つを認証するための手段をさらに備える
、請求項２７に記載の装置。
【請求項３６】
　サブネットの各々が前記サブネットの各々からファイアウォールされるように、前記ワ
イヤレスローカルエリアネットワークを複数の前記サブネットに区分するための手段をさ
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らに備える、請求項２７に記載の装置。
【請求項３７】
　前記マスターキーの各々が、前記サブネットのうちの１つに対応する、請求項３６に記
載の装置。
【請求項３８】
　前記アクセスポイントがセルラー電話である、請求項２７に記載の装置。
【請求項３９】
　　アクセスポイントからワイヤレスワイドエリアネットワークへのバックホール接続を
確立することと、
　　ワイヤレスローカルエリアネットワークトランシーバを利用して前記アクセスポイン
トからワイヤレスローカルエリアネットワークを確立することと、
　　各アクセス端末が前記ワイヤレスローカルエリアネットワークにアクセスするために
複数のマスターキーの各々を利用する、複数のアクセス端末に前記ワイヤレスワイドエリ
アネットワークへのゲートウェイを与えるために前記アクセスポイント中で前記マスター
キーを生成することと、
　　前記アクセス端末のうちの少なくとも１つへのリソースの割当てを制御することと
　を行うためのコードを備えるコンピュータ可読媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項４０】
　リソースの前記割当てを制御するための前記コードが、１つまたは複数のファクタに従
って前記アクセス端末のうちの前記少なくとも１つに対応するフローの優先度を増加また
は低下させるためのコードを備える、請求項３９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４１】
　前記ファクタが、特定のアクセス端末についてのサービス品質または帯域幅要望を備え
る、請求項４０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４２】
　前記ファクタが、前記アクセスポイントにおいて利用可能な処理ヘッドルームと、特定
のアクセス端末からの処理能力についての要望または要求とを備える、請求項４０に記載
のコンピュータプログラム製品。
【請求項４３】
　前記ファクタが、特定のアクセス端末に前記ワイヤレスワイドエリアネットワークへの
アクセスを許可することによって発生される収入を備える、請求項４０に記載のコンピュ
ータプログラム製品。
【請求項４４】
　前記マスターキーの各々が、前記ワイヤレスワイドエリアネットワークにアクセスする
ための単一のサービスセット識別子に対応する、請求項３９に記載のコンピュータプログ
ラム製品。
【請求項４５】
　前記マスターキーの各々が、前記ワイヤレスワイドエリアネットワークにアクセスする
ための複数のサービスセット識別子のうちの１つに対応する、請求項３９に記載のコンピ
ュータプログラム製品。
【請求項４６】
　前記アクセス端末の各々に対するアクセス特権の制御を可能にするためにユーザが前記
アクセスポイントとインターフェースすることを可能にするためのコードをさらに備える
、請求項３９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４７】
　前記複数のマスターキーのうちの少なくとも１つを認証するためのコードをさらに備え
る、請求項３９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４８】
　サブネットの各々が前記サブネットの各々からファイアウォールされるように、前記ワ
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イヤレスローカルエリアネットワークを複数の前記サブネットに区分するためのコードを
さらに備える、請求項３９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４９】
　前記マスターキーの各々が、前記サブネットのうちの１つに対応する、請求項４８に記
載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５０】
　前記アクセスポイントがセルラー電話である、請求項３９に記載のコンピュータプログ
ラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、２０１０年１月６日
に出願された「Method and Apparatus for Providing Simultaneous Support for Multip
le Master Keys at an Access Point in a Wireless Communication System」と題する米
国仮出願第６１／２９２，６６１号の利益を主張する。
【０００２】
　本開示は、一般にワイヤレス通信システムに関する。より詳細には、本開示は、ワイヤ
レス通信システムにおけるアクセスポイントにおいて複数のマスターキーの同時サポート
を行うための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　最近、ワイヤレス技術への移行の結果として、ワイヤレス製品が急増している。ほとん
ど全ての製品にワイヤレスバージョンが存在する。過去１０年間に著しい成長が見られた
ワイヤレス技術の分野はワイヤレスネットワーキングであり、より具体的には、ワイヤレ
スローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）である。ＷＬＡＮは、さらに普及しつつあり
、ほとんどどこでも利用可能である。都市は、都市全域のワイヤレスネットワークを展開
しており、企業、家庭、図書館、空港、さらにはコーヒーショップにおいてワイヤレス接
続性が利用可能である。ワイヤレスネットワークの恩恵は明白である。ワイヤレスネット
ワークは極めて便利であり、モビリティおよび効率の向上を可能にする。さらに、ワイヤ
レスネットワークは、拡大しやすく、展開しやすい。ただし、ワイヤレスネットワークの
すべての恩恵にもかかわらず、ＷＬＡＮにはセキュリティの問題が存在する。
【０００４】
　ＩＥＥＥ８０２．１１プロトコルはＷＬＡＮの支配的な規格である。ワイヤレスネット
ワーキング技術が発展するにつれて、ＩＥＥＥ８０２．１１規格は複数回改正された。各
改正は、ワイヤレスネットワークの特定の欠点に対処することを目的とする。たとえば、
IEEE 802.11-2007 IEEE Standard for Information technology-Telecommunications and
 information exchange between systems-Local and metropolitan area networks-Speci
fic requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physica
l Layer (PHY) Specificationsを参照されたい。これらの改正は、「８０２．１１」に続
く文字によって指示され、元の８０２．１１規格に様々な改善をもたらした。８０２．１
１ｂ規格と８０２．１１ｇ規格とは、ホームワイヤレスネットワークを実装するために広
く使用される２つの変調改正である。８０２．１１ｉ規格は、ワイヤレスネットワークの
ための様々なセキュリティ機構を実装する８０２．１１規格の改正である。８０２．１１
ｉ規格によれば、ＷｉＦｉ（登録商標）　Ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ２（ＷＰＡ
２）プロトコルは、Ｗｉｒｅｄ　Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　Ｐｒｉｖａｃｙ（ＷＥＰ）プロ
トコルと、ＷｉＦｉ　Ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷＰＡ）プロトコルとを補足
した。ＷＰＡは、Ｗｉｒｅｄ　Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　Ｐｒｉｖａｃｙ（ＷＥＰ）に勝る
ソフトウェア／ファームウェアの改善である。ＷＰＡおよびＷＰＡ２は、８～６３文字の
パスフレーズを使用してセキュアなリンクを確立するために、事前共有キー（ＰＳＫ：Pr
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e-shared Shared Key）などのマスターキーを使用し得る。ＰＳＫはまた、６４文字の１
６進文字列として入力され得る。
【０００５】
　概して、ＷＬＡＮでは、アクセスポイントのカバレージエリア内のワイヤレスデバイス
が、互いに通信することが可能であり、また、関連するインフラストラクチャを通して、
別のネットワークに結合された他のデバイスと通信することが可能である。たとえば、８
０２．１１ベースのアクセスポイントは、ワイヤレス端末（たとえば、アクセス端末）が
、アクセスポイントを介して別のネットワーク（たとえば、インターネットなどのワイド
エリアネットワーク（ＷＡＮ））と通信すること、またはプリンタ、スキャナ、ストレー
ジデバイスなど、ＷＬＡＮ上の周辺装置と通信することを可能にする接続性を与え得る。
【０００６】
　アクセスポイントは、一般に、ＷＬＡＮへのアクセスを与えるただ１つのマスターキー
を有するように構成される。このマスターキーは、アクセスポイントを通してＷＬＡＮに
アクセスするためにそれを使用するユーザの間で区別せず、マスターキーを使用するあら
ゆるユーザのためにＷＬＡＮへの自由なアクセスを可能にする。言い換えれば、典型的な
アクセスポイントは、各ユーザが単一のマスターキーを使用するとき、異なるユーザに異
なるアクセス特権を与えることができない。
【０００７】
　したがって、ＷＬＡＮなどのワイヤレス通信システムにおけるアクセスポイントにおい
て複数のマスターキーの同時サポートを行うための方法および装置が当技術分野において
必要である。
【発明の概要】
【０００８】
　ＷＬＡＮアクセスポイントは、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）とＷＡＮとの間
にゲートウェイを与えるためにワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）バック
ホール（backhaul）接続を含み得る。一例では、アクセスポイントはセルラー電話であり
得る。ここで、アクセスポイント中のプロセッサは、複数のアクセス端末がそれぞれＬＡ
Ｎにアクセスするために複数のマスターキーの各々を利用し得るように、それらのマスタ
ーキーを生成するように構成される。さらに、プロセッサは、アクセス端末のうちの少な
くとも１つへのリソースの割当ての制御を可能にするように構成される。
【０００９】
　一態様では、本開示は、ＷＡＮへのバックホール接続を確立するためのワイヤレスワイ
ドエリアネットワークトランシーバを含むワイヤレスローカルエリアネットワークアクセ
スポイントと、ＬＡＮを確立するためのワイヤレスローカルエリアネットワークトランシ
ーバと、各アクセス端末がＬＡＮにアクセスするために複数のマスターキーの各々を利用
する、複数のアクセス端末にＷＡＮへのゲートウェイを与えるために、それらのマスター
キーを生成するように構成されたプロセッサとを提供する。ここで、プロセッサは、アク
セス端末のうちの少なくとも１つへのリソースの割当ての制御を可能にするようにさらに
構成され得る。
【００１０】
　本開示の別の態様は、アクセスポイントからＷＷＡＮへのバックホール接続を確立する
ことと、ＷＬＡＮトランシーバを利用してアクセスポイントからＷＬＡＮを確立すること
と、各アクセス端末がＷＬＡＮにアクセスするために複数のマスターキーの各々を利用す
る、複数のアクセス端末にＷＷＡＮへのゲートウェイを与えるためにアクセスポイント中
でそれらのマスターキーを生成することと、アクセス端末のうちの少なくとも１つへのリ
ソースの割当てを制御することとを含むワイヤレス通信の方法を提供する。
【００１１】
　本開示のさらに別の態様は、アクセスポイントからワイヤレスワイドエリアネットワー
クへのバックホール接続を確立するための手段と、ワイヤレスローカルエリアネットワー
クトランシーバを利用してアクセスポイントからＷＬＡＮを確立するための手段と、各ア
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クセス端末がＷＬＡＮにアクセスするために複数のマスターキーの各々を利用する、複数
のアクセス端末にＷＷＡＮへのゲートウェイを与えるためにアクセスポイント中でそれら
のマスターキーを生成するための手段と、アクセス端末のうちの少なくとも１つへのリソ
ースの割当てを制御するための手段とを含むワイヤレス通信のための装置を提供する。
【００１２】
　本開示のさらに別の態様は、アクセスポイントからＷＷＡＮへのバックホール接続を確
立するためのコードと、ワイヤレスローカルエリアネットワークトランシーバを利用して
アクセスポイントからＷＬＡＮを確立するためのコードと、各アクセス端末がＷＬＡＮに
アクセスするために複数のマスターキーの各々を利用する、複数のアクセス端末にＷＷＡ
Ｎへのゲートウェイを与えるためにアクセスポイント中でそれらのマスターキーを生成す
るためのコードと、アクセス端末のうちの少なくとも１つへのリソースの割当てを制御す
るためのコードとを有するコンピュータ可読媒体を含むコンピュータプログラム製品を提
供する。
【００１３】
　添付の図面とともに以下に説明する開示する態様は、開示する態様を限定するためでは
なく、開示する態様を例示するために与えられ、同様の表示は同様の要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】アクセスポイントにおいて複数のマスターキーのサポートを行うことが可能なワ
イヤレス通信システムの態様を示す図。
【図２】ワイヤレス通信システムにおいて複数のマスターキーのサポートを行うことが可
能なアクセスポイントの一例を示す図。
【図３】処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の一例を示すブロッ
ク図。
【図４】本開示の一態様による、アクセスポイントにおいて複数のマスターキーを利用す
るための例示的なプロセスを示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、図面を参照しながら様々な態様について説明する。以下の記述では、説明の目的
で、１つまたは複数の態様の完全な理解を与えるために多数の具体的な詳細を記載する。
ただし、そのような（１つまたは複数の）態様は、これらの具体的な詳細なしに実施され
得ることは明らかであろう。
【００１６】
　本出願で使用する「構成要素」、「モジュール」、「システム」、「装置」などの用語
は、限定はしないが、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組
合せ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアなど、コンピュータ関係のエンティテ
ィを含むものとする。たとえば、構成要素は、プロセッサ上で実行されるプロセス、プロ
セッサ、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、プログラム、および／または
コンピュータであり得るが、これらに限定されない。例として、コンピューティングデバ
イス上で実行されるアプリケーションと、そのコンピューティングデバイスの両方が構成
要素であり得る。１つまたは複数の構成要素がプロセスおよび／または実行スレッド内に
常駐することができ、１つの構成要素を１つのコンピュータ上に配置し、および／または
２つ以上のコンピュータ間に分散し得る。さらに、これらの構成要素は、様々なデータ構
造を記憶している様々なコンピュータ可読媒体から実行することができる。これらの構成
要素は、ローカルシステム、分散システム、および／または他のシステムを用いるインタ
ーネットなどのネットワーク全体の中の別の構成要素と信号を介して対話する１つの構成
要素からのデータなど、１つまたは複数のデータパケットを有する信号によるなど、ロー
カルプロセスおよび／またはリモートプロセスを介して通信し得る。
【００１７】
　さらに、本明細書では、ワイヤード端末またはワイヤレス端末とすることができる端末
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に関する様々な態様について説明する。端末は、システム、デバイス、加入者ユニット、
加入者局、移動局、モバイル、モバイルデバイス、携帯電話、リモート局、リモート端末
、アクセス端末、アクセスポイント、ユーザ端末、通信デバイス、ユーザエージェント、
ユーザデバイス、またはユーザ機器（ＵＥ）と呼ばれることもある。アクセス端末、アク
セスポイント、リモートアクセス端末、ワイヤレス通信装置、または装置と呼ばれること
もあるワイヤレス端末は、セルラー電話、衛星電話、コードレス電話、セッション開始プ
ロトコル（ＳＩＰ：Session Initiation Protocol）電話、ワイヤレスローカルループ（
ＷＬＬ：wireless local loop）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレス接続機能を有
するハンドヘルドデバイス、コンピューティングデバイス、またはワイヤレスモデムに接
続された他の処理デバイスであり得る。さらに、本明細書では基地局に関する様々な態様
について説明する。基地局は、（１つまたは複数の）ワイヤレス端末と通信するために利
用され得、ノードＢ、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）、または何らかの他の用語で呼ばれるこ
ともある。アクセスサーバは、統合ワイヤレストランシーバまたは周辺ワイヤレストラン
シーバを介して（１つまたは複数の）ワイヤレス端末と通信するために、あるいはインタ
ーネットまたは他のネットワークへのアクセスを与えるために利用され得る。
【００１８】
　さらに、「または」という用語は、排他的な「または」ではなく、包括的な「または」
を意味するものとする。すなわち、別段の規定がない限り、または文脈から明白でない限
り、「ＸはＡまたはＢを使用する」という句は、自然な包括的置換のいずれかを意味する
ものとする。すなわち、「ＸはＡまたはＢを使用する」という句は、ＸがＡを使用する場
合、ＸがＢを使用する場合、またはＸがＡとＢの両方を使用する場合のいずれによっても
満たされる。さらに、本出願および添付の特許請求の範囲で使用する冠詞「ａ」および「
ａｎ」は、別段の規定がない限り、または単数形を示すことが文脈から明白でない限り、
概して「１つまたは複数」を意味するものと解釈すべきである。
【００１９】
　本明細書で説明する技法は、ＩＥＥＥ８０２．１１プロトコルおよび任意の他の同様の
ワイヤレス通信技法を利用するワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）など
、様々なワイヤレス通信システムに使用され得る。
【００２０】
　いくつかのデバイス、構成要素、モジュールなどを含み得るシステムに関して、様々な
態様または特徴を提示する。様々なシステムは、追加のデバイス、構成要素、モジュール
などを含んでもよく、および／または各図に関連して論じるデバイス、構成要素、モジュ
ールなどのすべてを含まなくてもよいことを理解および諒解されたい。これらの手法の組
合せも使用され得る。
【００２１】
　さらに、「例示的」という単語は、本明細書では、例、事例、または例示の働きをする
ことを意味するために使用する。「例示的」として本明細書で説明するいかなる態様また
は設計も、必ずしも他の態様または設計よりも好ましいまたは有利なものと解釈すべきで
はない。むしろ、例示的という単語の使用は、概念を具体的な形で提示するものである。
【００２２】
　図１は、ワイヤレス通信システム１００の一例を示すブロック図である。システム１０
０は、アクセスポイント１０２と、アクセス端末１０４と、アクセス端末１０６と、周辺
装置１０８と、基地局１１０とを含み得る。いくつかの実装形態によれば、アクセスポイ
ント１０２は、モバイルフォン、セルラー電話、ラップトップコンピュータ、携帯情報端
末デバイス、バックホール、および／またはネットワークへのアクセスを与えるためのＷ
ＷＡＮバックホール通信機能とＷＬＡＮ通信機能とを少なくとも有する任意の他のデバイ
スなどのためのワイヤレスホットスポットであり得る。すなわち、アクセスポイント１０
２は、インターネットなどのネットワークへの接続を確立するために基地局１１０と通信
するために、セルラープロトコルなどのワイヤレスエアインターフェースを利用し得る。
さらに、いくつかの実装形態によれば、アクセスポイント１０２は、ケーブルモデムまた
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はＤＳＬ接続を利用する、イーサネット（登録商標）接続などの、ネットワークへのワイ
ヤードバックホールインターフェースをもつＷＬＡＮルータであり得る。アクセスポイン
ト１０２は、オフィスにおいてまたは自宅においてクライアントへのアクセスを与えるた
めになど、パブリック目的ならびにプライベート目的のために使用され得る。アクセス端
末１０４および１０６は、モバイルフォン、セルラー電話、ラップトップコンピュータ、
携帯情報端末デバイス、および／またはアクセスポイント１０２と通信するためのＷＬＡ
Ｎ通信機能を少なくとももつ任意の他のデバイスなどのワイヤレスデバイスであり得る。
さらに、周辺装置１０８は、プリンタ、スキャナ、データストレージデバイスなどの任意
の電子デバイスであり得る。周辺装置１０８とアクセスポイント１０２との間に示された
接続はワイヤレスであるが、ワイヤレスとワイヤードのどちらもあり得ることに留意され
たい。さらに、図１には、ただ１つのアクセスポイント１０２と、２つのアクセス端末１
０４および１０６と、２つの周辺装置１０８と、１つの基地局１０６とが示されているが
、通信システム１００は、任意の数のアクセスポイントと、アクセス端末と、周辺装置と
、基地局とを含み得る。
【００２３】
　図２は、アクセスポイント２００の詳細図を示すブロック図である。アクセスポイント
２００は、図１に示されたアクセスポイント１０２に対応し得る。図２に示すように、ア
クセスポイント２００は、たとえば、１つまたは複数の受信アンテナ（図示せず）から信
号を受信し、受信信号に対して典型的なアクション（たとえば、フィルタ処理、増幅、ダ
ウンコンバートなど）を実行し、サンプルを取得するために、調整された信号をデジタル
化するための１つまたは複数の受信機２０２を含み得る。１つまたは複数の受信機２０２
は、ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ、および／またはＷＰＡＮなどの様々なネットワーク内で通信す
るように構成され得る。ＷＷＡＮトランシーバは、地域、国家、および／または世界の通
信規格（たとえば、ｃｄｍａ２０００、３ＧＰＰ　ＵＭＴＳ、３ＧＰＰ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅ
ｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）、ＷｉＭＡＸなど）に準拠する任意のトランシーバ
であり得、基地局１１０（図１参照）との間でなど、地域、国家、および／または世界の
エリアに及ぶ距離にわたって信号を送信および受信するように構成され得る。ＷＬＡＮト
ランシーバは、中距離通信を可能にする任意の規格（たとえば、８０２．１１ｇ、８０２
．１１ｎなど）に準拠する任意のトランシーバであり得、周辺装置１０８ならびにアクセ
ス端末１０４および１０６（図１参照）などのオフィスビル内のデバイスとの間でなど、
中間距離にわたって信号を送信および受信するように構成され得る。ＰＡＮトランシーバ
は、短距離、低電力通信を可能にする任意の規格（たとえば、ＵＷＢ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）など）に準拠する任意のトランシーバであり
得、互いに極めて近接して位置するデバイスとの間でなど、短距離にわたって信号を送信
および受信するように構成され得る。
【００２４】
　受信機２０２は、図示のように単一の受信機であり得、または複数の通信プロトコルを
サポートするための複数の受信機を含み得る。１つまたは複数の受信機２０２は、各信号
から受信シンボルを復調し、それらをプロセッサ２０６に与えるための１つまたは複数の
復調器２０４をも含み得る。プロセッサ２０６は、受信機２０２によって受信された情報
の分析および／または送信機２１４による送信のための情報の生成に専用のプロセッサ、
アクセス端末２００の１つまたは複数の構成要素を制御するプロセッサ、ならびに／ある
いは受信機２０２によって受信された情報の分析、送信機２１４による送信のための情報
の生成、およびアクセス端末２００の１つまたは複数の構成要素の制御を行うプロセッサ
であり得る。
【００２５】
　アクセスポイント２００はメモリ２０８をさらに含み得、メモリ２０８は、プロセッサ
２０６に動作可能に結合され、送信すべきデータ、受信されたデータ、利用可能なチャネ
ルに関係する情報、分析された信号および／または干渉強度に関連するデータ、マスター
キーＫＥＹ０～ＫＥＹｎ、割り当てられたチャネル、電力、レートなどに関係する情報、
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ならびにチャネルを推定し、そのチャネルを介して通信するための他の適切な情報などの
データを記憶することができる。メモリ２０８は、さらに、（たとえばパフォーマンスベ
ース、容量ベースなど）チャネルの推定および／または利用に関連するプロトコルおよび
／またはアルゴリズムを記憶することができる。
【００２６】
　本明細書で説明するデータストア（たとえばメモリ２０８）は、揮発性メモリまたは不
揮発性メモリとすることができ、あるいは揮発性メモリと不揮発性メモリの両方を含むこ
とができることを諒解されたい。限定ではなく例として、不揮発性メモリは、読取り専用
メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的プログラマブルＲＯＭ（
ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、またはフラッシュメモリを含
むことができる。揮発性メモリは、外部キャッシュメモリとして動作するランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）を含むことができる。限定ではなく例として、ＲＡＭは、同期ＲＡＭ
（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、同期ＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブル
データレートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ）、拡張ＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、シ
ンクリンクＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）、およびダイレクトランバスＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ（
登録商標））など、多くの形態が利用可能である。主題のシステムおよび方法のメモリ２
０８は、これらおよび他の適切なタイプのメモリを、それらに限定されることなく、備え
るものとする。
【００２７】
　受信機２０２は、さらに、１つの周波数スペクトル内で複数のアクセス端末が使用する
複数のマスターキーを生成するためのコントローラ２１０に動作可能に結合され得る。複
数のマスターキーを生成するための命令はメモリ２０８内に記憶され得る。コントローラ
２１０は、さらに、メモリ２０８中でのマスターキーの記憶を制御し、図１に関して説明
したように、プロセッサ２０６を介して送信機２１４とインターフェースすることによっ
て、アクセス端末、周辺装置、基地局、および他のネットワーク上のデバイスとの通信を
ダイレクトし得る。送信機２１４は、ＷＡＮ、ＬＡＮ、およびＰＡＮなどの様々なネット
ワーク内で通信するように構成され得る。送信機２１４は、図示のように単一の送信機で
あり得、または別個の通信プロトコルごとに複数の送信機を含み得る。
【００２８】
　さらに、送信機２１４および受信機２０２は、別個の構成要素として示されているが、
トランシーバなどの単一の構成要素に統合され得る。トランシーバは、受信機２０２およ
び送信機２１４の機能のすべてを保持し得、したがって、ＷＡＮ、ＬＡＮ、およびＰＡＮ
などの様々なネットワーク内で信号を送信および受信するように構成され得る。トランシ
ーバはまた、マルチプロトコル通信が可能な単一の集積トランシーバであり得、またはそ
れぞれの通信プロトコルごとに複数の別個のトランシーバを含み得る。たとえば、トラン
シーバは、高電力トランシーバ（たとえば、ＷＡＮトランシーバおよびＬＡＮトランシー
バ）と、低電力トランシーバ（たとえば、ＰＡＮトランシーバ）とを含み得る。
【００２９】
　アクセスポイント２００は、またさらに、信号を変調し、送信機２１４を介して、たと
えば、アクセス端末、基地局、周辺装置などに送信する変調器２１２を含み得る。プロセ
ッサ２０６とは別個のものとして図示されているが、コントローラ２１０、復調器２０４
、および／または変調器２１２はプロセッサ２０６または複数のプロセッサ（図示せず）
の一部とすることができることを諒解されたい。さらに、コントローラ２１０の機能は、
アプリケーションレイヤ、ドライバ、データスタック、ＨＴＴＰスタック中に、オペレー
ティングシステム（ＯＳ）レベルで、インターネットブラウザアプリケーション中に、ま
たは特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：application specific integrated circuit）中
に統合され得る。
【００３０】
　アクセスポイント２００は、またさらに、ユーザがプロセッサ２０６および／またはコ
ントローラ２１０に入力を与えることを可能にするため、ならびにアクセスポイント２０



(12) JP 2013-516911 A 2013.5.13

10

20

30

40

50

０がユーザに情報を与えることを可能にするためのユーザインターフェース２１６を含み
得る。
【００３１】
　再び図１を参照すると、本開示の一態様では、アクセスポイント１０２は、複数のマス
ターキー、たとえば、ＫＥＹ０およびＫＥＹ１の同時サポートを行うように構成され得る
。一例では、マスターキーは、アクセスポイント１０２とアクセス端末１０４および１０
６との間で送信されるデータの暗号化と解読とを可能にする事前共有キー（ＰＳＫ）であ
り得る。
【００３２】
　アクセスポイント１０２は、たとえば、ワイヤレス通信アクセスチャネルを利用する複
数のアクセス端末が使用する複数のマスターキーを生成し得る。一例では、アクセスポイ
ント１０２は、周辺装置１０８へのオープンアクセスと、基地局１１０を介したバックホ
ールネットワーク（たとえば、インターネット）へのオープンアクセスとを可能にするこ
とになる第１のマスターキーＫＥＹ０を生成し得る。第１のマスターキーＫＥＹ０に加え
て、アクセスポイント１０２は、たとえば、基地局１１０を介したバックホールネットワ
ークのみへの限定されたアクセスを可能にすることになる第２のマスターキーＫＥＹ１を
生成し得る。すなわち、アクセスポイント１０２は、複数の別個のセキュアなネットワー
ク、たとえば、１つは既知のユーザまたはパーソナル周辺装置用のネットワーク、もう１
つはアドホックユーザ用のネットワークを与え得る。さらに、２つの異なるマスターキー
を有することにより、アクセスポイント１０２のユーザは、第１のマスターキーＫＥＹ０
に関連するアクセス特権はそのままで、第２のマスターキーＫＥＹ１に関連するアクセス
特権を変更することが可能になり得る。これは、アクセス端末の異なるグループについて
のアクセス特権の変更を可能にし得る。
【００３３】
　本開示の一態様では、アクセスポイント１０２は、１つまたは複数のサービスセット識
別子（ＳＳＩＤ：service set identifier）を利用し得る。ＳＳＩＤは、ＳＳＩＤが範囲
内のアクセス端末に可視であるようにブロードキャストされ得るか、または範囲内のアク
セス端末が、アクセスポイント１０２との通信を可能にするためにＳＳＩＤの事前知識を
有する必要があることになるようにブロードキャストされ得ない。いくつかの態様では、
アクセスポイント１０２によって利用される単一のＳＳＩＤは、アクセス端末がネットワ
ークにアクセスするための複数の所定のマスターキーのうちのいずれかを与えるときに、
バックホールネットワークへのアクセスを可能にし得る。すなわち、単一のＳＳＩＤに対
応するネットワークは、複数の許容できるマスターキーのうちのいずれかを与えることに
よってアクセスされ得る。ここで、複数のマスターキーは、アクセスポイント１０２中の
メモリ中にリストとして記憶され得、アクセスポイント１０２にアクセスしようと試みる
アクセス端末によって与えられたアクセスキーは、アクセス端末によって与えられたアク
セスキーがマスターキーのリスト中のエントリのうちのいずれかに一致した場合に受け付
けられることになるように、たとえば、論理「ＯＲ」方式でメモリ中のマスターキーと比
較されることになる。いくつかの態様では、アクセスポイント１０２のためのバックホー
ルネットワークにアクセスするために複数のＳＳＩＤが使用され得、異なるマスターキー
は複数のＳＳＩＤの各々に対応する。他の態様では、本質的に任意の数のＳＳＩＤは、バ
ックホールネットワークにアクセスするための、本質的に任意の数のマスターキーに対応
し得る。
【００３４】
　本開示のさらなる態様では、アクセスポイント１０２のユーザは、マスターキーのうち
の１つまたは複数、たとえば、ＫＥＹ０およびＫＥＹ１に関連するアクセス特権を変更す
るために、ならびに他の異なるアクセス特権をもつ追加のマスターキー（たとえば、ＫＥ
Ｙｎまで）を生成するためにＵＩ２１６（図２参照）を利用し得る。本開示のまたさらな
る態様では、ＵＩ２１６は、ユーザが、それぞれのマスターキーの各々に関連付けられた
データフローの優先度またはサービス品質ＱｏＳを調整することを可能にし得る。たとえ
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ば、ユーザは、第２のマスターキーＫＥＹ１を使用するすべてのアクセス端末によって使
用される帯域幅を限定するようにアクセスポイント２００を構成し得る。さらに、ユーザ
は、他のキーのうちの少なくとも１つ、たとえば、ＫＥＹ１に関連付けられたアクセス端
末に勝る優先度をもつ、特定のキー、たとえば、ＫＥＹ０を利用するアクセス端末に関連
付けられたフローを許可するためにアクセスポイント２００を変更し得る。さらなる一例
では、マスターキーのうちの特定の１つに関連付けられたフローは、フローのうちの別の
１つが高優先度情報を搬送していると判断されたときなど、必要に応じて優先度を解除さ
れ得る。たとえば、アクセスポイントの所有者がアドホックユーザにアクセスを販売して
いる場合、アクセスポイントの所有者は、アドホックネットワークマスターキーを利用す
るユーザに関連付けられたフローにより高い優先度を許可することを望み得る。別の例で
は、アクセスポイントの所有者は、バックホールネットワークへのアクセスを共有するこ
とを望み得るが、高優先度ボイスまたはビデオ会議呼など、特に重要な機能を実行すると
きは、１次ユーザに関連付けられたフローが妨げられずに続くことができるように、アド
ホックユーザに関連付けられたフローの優先度を解除し得る。
【００３５】
　本開示の一態様では、アクセス端末の各々に対するアクセス特権は、１つまたは複数の
ファクタに対応したアクセス端末の各々へのリソースの自動割当てを含み得る。すなわち
、アクセスポイント１０２中のプロセッサまたはコントローラは、いくつかのファクタに
対応して、特定のアクセス端末に対応する、または特定のサブネットを利用する特定のク
ライアントグループに対応する優先度またはサービス品質の判断を行い得る。リソースの
割当ての判断を行う際に検討され得るファクタの一部は、バックホールネットワーク上の
リソースまたは帯域幅の量および特定のアクセス端末からの一定の帯域幅量またはサービ
ス品質についての要望（demand）、アクセスポイント１０２において利用可能なエネルギ
ーおよび特定のアクセス端末またはクライアントグループからのエネルギーについての要
望または要求（requests）、アクセスポイント１０２中で利用可能な処理ヘッドルームお
よび特定のアクセス端末またはクライアントグループからの処理能力についての要望また
は要求、あるいは特定のアクセス端末またはクライアントグループにバックホールネット
ワークへのアクセスを許可することによって発生される収入（revenue）を含み得る。た
とえば、あるアクセス端末がビデオ会議などのビデオアプリケーションを実行していると
仮定する。ここで、ビデオコンテンツのアップロードは、アクセスポイントにおいて利用
可能な利用可能エネルギーのかなりの部分を必要とすることになるエネルギー大量消費型
アプリケーションであり得る。さらに、ビデオは、符号化または圧縮のための処理能力を
必要とし得、アクセスポイントにおいて利用可能な処理能力のかなりの量を利用する。こ
れらおよび他のファクタは、たとえば、他のアクセス端末から追加のリソースを制限しな
がら、その特定のアクセスポイントにそれらのリソースを許可するための判断において検
討され得る。しかしながら、アクセス端末のうちの別の１つが支払いユーザである場合、
アクセスポイントは、第１のアクセス端末からのビデオセッションを場合によっては減速
または防止しながら、支払いユーザにより良いサービスを提供するために、このファクタ
に基づいてそれの決定を改変し得る。
【００３６】
　従来のアクセスポイントでは、アクセス端末にバックホールネットワークへのアクセス
が許可された場合、許可されたユーザは、バックホールネットワークへのアクセスのため
にアクセスポイントを利用して他のユーザにアクセスすることが可能であり得る。これは
、アドホックユーザが信用できるユーザでないときには望ましくないことがある。したが
って、本開示のさらなる態様では、アクセスポイント１０２はまた、バックホールネット
ワークにアクセスするためにアクセスポイント１０２を利用する１つまたは複数のアクセ
ス端末のグループ間にファイアウォールを与えるように構成され得る。したがって、アク
セスポイント１０２は、各クライアントグループが１つまたは複数のアクセス端末から構
成される、複数のクライアントグループを同時にサポートするように構成され得る。クラ
イアントグループは、別個のネットワークまたは単一のネットワークのサブネットと見な
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され得る。一例では、アクセスポイント１０２は、第１のワイヤレスクライアントネット
ワークグループへのアクセスを与えるように第１のマスターキーＫＥＹ０を構成し得る。
ここで、第１のマスターキーＫＥＹ０を利用するすべてのクライアントは、セッション確
立のためのペアワイズマスターキー（ＰＭＫ：pairwise master key）として第１のマス
ターキーＫＥＹ０を使用して第１のワイヤレスクライアントネットワークグループにアク
セスすることが可能であり得る。アクセスポイント１０２はまた、第２のワイヤレスクラ
イアントネットワークグループへのアクセスを与えるように第２のマスターキーＫＥＹ１
を構成し得る。第２のマスターキーＫＥＹ１を有するすべてのクライアントは、セッショ
ン確立のためのＰＭＫとして第２のマスターキーＫＥＹ１を使用して第２のワイヤレスク
ライアントグループにアクセスすることが可能であり得る。アクセスポイント１０２は、
第１のマスターキーＫＥＹ０または第２のマスターキーＫＥＹ１のいずれかを使用してバ
ックホールネットワークへのアクセスを可能にするように変更され得る。アクセスポイン
ト１０２は、追加のマスターキー、たとえば、ＫＥＹｎまでを使用してバックホールネッ
トワークへのアクセスを可能にするように変更され得る。さらに、アクセスポイント１０
２は、マスターキーのいずれももたない他のクライアントが代替のアクセス可能化機構に
よってアクセスポイント１０２への接続性を要求することを可能にし得る。そのようなア
クセス可能化機構は、たとえば、クライアントからアクセスポイント１０２への対称セッ
ション鍵を提案するメッセージを含み得、このメッセージは、アクセスポイント１０２に
関連付けられた公開鍵で暗号化される。したがって、アクセスポイント１０２は、クライ
アントの複数のグループを使用可能にし得、各グループは、異なるアクセス可能化機構を
使用してアクセスポイント１０２に接続し得る。
【００３７】
　もちろん、クライアントグループの一部は、アクセスポイント１０２の所有者が、信頼
できないアドホックユーザのアクセス端末でも、アクセス端末がアクセスすることを可能
にすることを望み得る、プリンタなどのデバイスを含み得る。したがって、クライアント
グループ間のファイアウォールをアクセスポイント１０２が管理することが可能になるの
で、公開されているマスターキーを使用するアドホックユーザは、アクセスポイント１０
２によって利用可能にされたＷＬＡＮを利用する１つまたは複数のクライアントデバイス
にアクセスすることが可能になり得る。
【００３８】
　図３は、処理システム３１４を採用する装置３００のためのハードウェア実装形態の一
例を示すブロック図である。この例では、処理システム３１４は、バス３０２によって概
略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス３０２は、処理システム
３１４の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよび
ブリッジを含み得る。バス３０２は、プロセッサ３０４によって概略的に表される１つま
たは複数のプロセッサと、コンピュータ可読媒体３０６によって概略的に表されるコンピ
ュータ可読媒体とを含む様々な回路を互いにリンクする。バス３０２は、タイミングソー
ス、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが
、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明しな
い。バスインターフェース３０８は、バス３０２とトランシーバ３１０との間のインター
フェースを与える。トランシーバ３１０は、伝送媒体上で様々な他の装置と通信するため
の手段を与える。装置の性質に応じて、ユーザインターフェース３１２（たとえば、キー
パッド、ディスプレイ、スピーカ、マイクロホン、ジョイスティック）も与えられ得る。
【００３９】
　プロセッサ３０４は、バス３０２を管理することと、コンピュータ可読媒体３０６に記
憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理とを担当する。ソフトウェアは、プロセ
ッサ３０４によって実行されたとき、処理システム３１４に、特定の装置のための以下で
説明する様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体３０６はまた、ソフトウェアを
実行するときにプロセッサ３０４によって操作されるデータを記憶するために使用され得
る。
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【００４０】
　一構成では、ワイヤレス通信のための装置２００（再び図２参照）は、アクセスポイン
トからワイヤレスワイドエリアネットワークへのバックホール接続を確立するための手段
と、ワイヤレスローカルエリアネットワークトランシーバを利用してアクセスポイントか
らワイヤレスローカルエリアネットワークを確立するための手段と、各アクセス端末がワ
イヤレスローカルエリアネットワークにアクセスするために複数のマスターキーの各々を
利用する、複数のアクセス端末にワイヤレスワイドエリアネットワークへのゲートウェイ
を与えるためにアクセスポイント中でそれらのマスターキーを生成するための手段と、ア
クセス端末のうちの少なくとも１つへのリソースの割当てを制御するための手段とを含む
得る。一態様では、上述の手段は、上述の手段によって具陳される機能を実行するように
構成された（１つまたは複数の）プロセッサ２０６、コントローラ２１０、送信機２１４
、受信機２０２、ユーザインターフェース２１６、および／またはメモリ２０８であり得
る。別の態様では、上述の手段は、上述の手段によって具陳される機能を実行するように
構成されたモジュールまたは任意の装置であり得る。
【００４１】
　図４は、本開示の一態様によるアクセスポイントにおいて複数のマスターキーを利用す
る例示的なプロセスを示すフローチャートである。様々な代表的な態様では、プロセスは
、図１に示すアクセスポイント１０２または図２に示すアクセスポイント２００によって
実行され得る。いくつかの態様では、プロセスは、図３に示す処理システム３１４によっ
て実行され得る。
【００４２】
　ステップ４０２において、アクセスポイントは、ＷＷＡＮへのバックホール接続を確立
する。たとえば、アクセスポイントは、接続を確立し、対応するワイヤレスネットワーク
へのリソースを利用するために、任意の好適なセルラー無線エアインターフェース技術を
利用し得る。ブロック４０４において、アクセスポイントはＷＬＡＮを確立する。たとえ
ば、アクセスポイントは、８０２．１１規格エアインターフェースを利用するローカルエ
リアネットワークを与えるためにリソースをセットアップし得る。ブロック４０６におい
て、プロセスは、ＷＬＡＮを複数のサブネットに区分する。ここで、サブネットの各々は
、サブネットの各々からファイアウォールされ得る。
【００４３】
　ブロック４０８において、アクセスポイントは、アクセス端末の各々がワイヤレスロー
カルエリアネットワークにアクセスするために複数のマスターキーの各々を利用する、複
数のアクセス端末にワイヤレスワイドエリアネットワークへのゲートウェイを与えること
などのためにそれらのマスターキーを生成する。
【００４４】
　ブロック４１０において、アクセスポイントは、複数のマスターキーを認証する。たと
えば、アクセス端末がアクセスポイントにマスターキーのうちの１つを送る場合、アクセ
スポイントは、受信されたマスターキーをバックホールネットワークへのアクセスを許可
されるマスターキーのテーブルと比較し得る。認証時に、アクセスポイントは、アクセス
端末がワイヤレスローカルエリアネットワーク経由でバックホールネットワークにアクセ
スするためにアクセスポイントを通してゲートウェイを利用することを可能にし得る。
【００４５】
　ブロック４１２において、アクセスポイントは、たとえば、１つまたは複数のファクタ
に従ってアクセス端末に対応するフローの優先度を増加または低下させることによって、
アクセス端末の少なくとも１つへのリソースの割当てを制御する。ここで、ファクタは、
特定のアクセス端末についてのサービス品質または帯域幅要望、アクセスポイントにおい
て利用可能なエネルギー量および特定のアクセス端末からのエネルギーについての要望ま
たは要求、アクセスポイントにおいて利用可能な処理ヘッドルームおよび特定のアクセス
端末からの処理能力についての要望または要求、ならびに／または特定のアクセス端末に
ＷＷＡＮへのアクセスを許可することによって発生される収入を含み得る。
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【００４６】
　本明細書で開示した実施形態に関して説明した様々な例示的な論理、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）、ま
たはその他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタロジック、個
別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計された
それらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロ
セッサであり得るが、代替として、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（state machine）であり得る。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得る。さらに、少なくと
も１つのプロセッサは、上記で説明したステップおよび／またはアクションの１つまたは
複数を実行するように動作可能な１つまたは複数のモジュールを備え得る。
【００４７】
　さらに、本明細書で開示された態様に関して説明した方法またはアルゴリズムのステッ
プおよび／またはアクションは、直接ハードウェアで実施され得るか、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実施され得るか、またはその２つの組合せで実施
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記憶媒体中に
常駐し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体
に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合され得る。代替として、記憶媒体
はプロセッサに一体化され得る。さらに、いくつかの態様では、プロセッサおよび記憶媒
体はＡＳＩＣ中に常駐し得る。さらに、ＡＳＩＣはユーザ端末中に常駐し得る。代替とし
て、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内に個別構成要素として常駐し得る。さら
に、いくつかの態様では、方法またはアルゴリズムのステップおよび／またはアクション
は、コンピュータプログラム製品に組み込まれ得る、機械可読媒体および／またはコンピ
ュータ可読媒体上のコードおよび／または命令の１つまたは任意の組合せ、あるいはその
セットとして常駐し得る。
【００４８】
　１つまたは複数の態様では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファーム
ウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装する場合、機能は、
１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、ある
いはコンピュータ可読媒体上で送信され得る。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別
の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ
記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアク
セスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコン
ピュータ可読媒体は、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または他の磁気ストレージデバイス、あるいは命
令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用さ
れ得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。
また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と呼ばれ得る。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、同軸ケーブル、光ファイバケー
ブル、ツイストペア、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
技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（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
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、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、通常、データをレーザで光学的
に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
【００４９】
　さらに、本開示では、ＷＷＡＮへのバックホール接続を可能にする電気通信システムの
いくつかの態様を提示した。当業者なら容易に諒解するように、本開示全体にわたって説
明した様々な態様が、様々な電気通信システム、ネットワークアーキテクチャ、および通
信規格のうちのいずれか１つに拡張され得る。例として、様々な態様は、ＴＤ－ＳＣＤＭ
Ａ、高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ：High Speed Downlink Packet Acc
ess）、高速アップリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ：High Speed Uplink Packet Ac
cess）、高速パケットアクセスプラス（ＨＳＰＡ＋：High Speed Packet Access Plus）
およびＴＤ－ＣＤＭＡなどのＵＭＴＳシステムを利用し得る。様々な態様はまた、（ＦＤ
Ｄ、ＴＤＤ、または両モードでの）Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）
、（ＦＤＤ、ＴＤＤ、または両モードでの）ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）、
ＣＤＭＡ２０００、Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ－Ｄａｔａ　Ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ（ＥＶ－ＤＯ）
、Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（
Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥ
Ｅ８０２．２０、Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅｂａｎｄ（ＵＷＢ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）、および／または他の好適なシステムを採用するシステムを利用し得る。採用され
る実際の電気通信規格、ネットワークアーキテクチャ、および／または通信規格は、特定
の適用例およびシステムに課せられる全体的な設計制約に依存することになる。
【００５０】
　上記の開示は、例示的な態様および／または実施形態について論じたが、添付の特許請
求の範囲によって定義された記載の態様および／または実施形態の範囲から逸脱すること
なく、様々な変更および改変を本明細書で行うことができることに留意されたい。さらに
、記載の態様および／または実施形態の要素は、単数形で説明または請求されていること
があるが、単数形に限定することが明示的に述べられていない限り、複数形が企図される
。さらに、任意の態様および／または実施形態の全部または一部は、別段の規定がない限
り、任意の他の態様および／または実施形態の全部または一部とともに利用され得る。
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【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　ステップ４０２において、アクセスポイントは、ＷＷＡＮへのバックホール接続を確立
する。たとえば、アクセスポイントは、接続を確立し、対応するワイヤレスネットワーク
へのリソースを利用するために、任意の好適なセルラー無線エアインターフェース技術を
利用し得る。ブロック４０４において、アクセスポイントはＷＬＡＮを確立する。たとえ
ば、アクセスポイントは、８０２．１１規格エアインターフェースを利用するローカルエ
リアネットワークを与えるためにリソースをセットアップし得る。ブロック４０６におい
て、プロセスは、ＷＬＡＮを複数のサブネットに区分する。ここで、サブネットの各々は
、他のサブネットの各々からファイアウォールされ得る。
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