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(57)【要約】
デバイス間の距離を検証することに関する種々の技術が
説明される。２デバイス間の距離は、一方のデバイスに
対し、もし該デバイスが他方のデバイスから高々所与の
距離にある場合に限り可能である結果を生成する、１又
は複数の対応処置をとることを要求することによって検
証されることが可能である。ある複数の態様では、検証
される測距は、測距信号と応答信号の使用によって達成
される。ある複数の態様では、測距信号は、ランダム・
シーケンス、擬似ランダム・シーケンス、或いは確定シ
ーケンスを具備することが出来る。応答デバイスは、既
知の関数に従って測距信号に作用して応答信号を生成す
ることが出来る。測距デバイスは又、該測距デバイスが
応答デバイスへ送信した測距信号に対して応答デバイス
が適切に演算した可能性を判定するための動作を実行す
ることが出来る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　距離を検証する方法であって、
　少なくとも１つの第１信号の第１セットを第２デバイスへ送信すること
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットに応答して前記第２デバイスによって
送信される少なくとも１つの第２信号の第２セットを受信すること、及び
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットと前記少なくとも１つの第２信号の前
記第２セットとの特性に基づいて、前記第１デバイスと前記第２デバイスとの間の距離が
妥当であるか又は許容できるかどうかを判定すること
を具備する方法。
【請求項２】
　前記判定は、前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットが前記少なくとも１つの
第１信号の前記第１セットの前記送信後の規定された期間内に受信されるかどうかを判定
することを具備する、請求項１の方法。
【請求項３】
　前記規定された期間は、前記第１デバイスと前記第２デバイスとの間の所期の距離に対
応する、請求項２の方法。
【請求項４】
　前記判定は、前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットが前記少なくとも１つの
第１信号の前記第１セットに適用される規定された信号応答方式に対応するかどうかを判
定することを具備する、請求項１の方法。
【請求項５】
　前記規定された信号応答方式は、規定されたシーケンスへの及び前記少なくとも１つの
第１信号の前記第１セットへの関数の適用を具備する、請求項４の方法。
【請求項６】
　前記規定されたシーケンスは、ランダム・シーケンス又は擬似ランダム・シーケンスを
具備する、請求項５の方法。
【請求項７】
　前記規定されたシーケンスは、前記第１デバイスと前記第２デバイスとのうちの少なく
とも１つに関連付けられる少なくとも１つの暗号鍵に従って生成される、請求項５の方法
。
【請求項８】
　前記関数は、排他的論理和演算を具備する、請求項５の方法。
【請求項９】
　前記関数は、信号が送信されたか否かを判定することを具備する、請求項５の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットが前記少なくとも１つの第１信号の前
記第１セットに適用される前記規定された信号応答方式に対応するかどうかの前記判定は
、前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットに統計的解析を実行することを具備す
る、請求項４の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットの前記特性は、時間、周波数、位相、
及び振幅から構成されるグループのうちの少なくとも１つを具備する、
　前記第１デバイスは、前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットの少なくとも１
つの前記特性を変化させる、及び
　前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットの少なくとも１つの前記特性は、前記
第１デバイスによって変化される少なくとも１つの前記特性に機能的に基づく、
請求項１の方法。
【請求項１２】
　前記第１デバイスにより前記変化させることは、前記少なくとも１つの第１信号の前記
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第１セットの前記特性のうちの前記少なくとも１つを、ランダム方式で又は擬似ランダム
方式で、変化させることを具備する、請求項１１の方法。
【請求項１３】
　前記第１デバイスにより前記変化させることは、前記少なくとも１つの第１信号の前記
第１セットの前記特性のうちの少なくとも１つを、決定論的方式で、変化させることを具
備する、請求項１１の方法。
【請求項１４】
　前記第２デバイスは、前記第２デバイスが前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セ
ットを受信した後で、規定された期間内に前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セッ
トを送信する、請求項１の方法。
【請求項１５】
　前記規定された期間は、１０μ秒を具備する、請求項１４の方法。
【請求項１６】
　前記第１デバイスと前記第２デバイスとの間の距離を決定することを更に具備する、こ
こにおいて、前記第１デバイスと前記第２デバイスとの間の距離が妥当であるか又は許容
できるかどうかの前記判定は、前記判定された距離が前記少なくとも１つの第１信号の前
記第１セットと前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットとの前記特性に基づいて
精確であるかどうかを判定することを具備する、請求項１の方法。
【請求項１７】
　前記決定された距離を閾値と比較することを更に具備する、ここにおいて、もし前記決
定された距離が前記閾値以下であることを前記比較が示す場合に、前記少なくとも１つの
第１信号の前記第１セットは、送信される、請求項１６の方法。
【請求項１８】
　前記距離の決定は、到達時間測定方式を使用することを具備する、請求項１６の方法。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、変調された信号を具備する、請求
項１の方法。
【請求項２０】
　前記変調された信号は、位相シフト・キーイング変調信号、オン／オフ・キーイング変
調信号、周波数シフト・キーイング変調信号、又は時間シフト・キーイング変調信号を具
備する、請求項１９の方法。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、少なくとも１つのランダム信号又
は擬似ランダム信号を具備する、請求項１の方法。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、規定されたパルスのシーケンスを
具備する、請求項１の方法。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、少なくとも１つの超広帯域パルス
を具備する、請求項１の方法。
【請求項２４】
　それぞれの超広帯域パルスは、２０％程度又はそれより大きい部分帯域幅を有するか、
５００ＭＨｚ程度又はそれより大きい帯域幅を有するか、或いは、２０％程度又はそれよ
り大きい部分帯域幅を有し且つ５００ＭＨｚ程度又はそれより大きい帯域幅を有する、請
求項２３の方法。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットの送信及び前記少なくとも１つの第２
信号の前記第２セットの受信は、個人領域ネットワークの無線インターフェース或いはボ
ディ領域ネットワークの無線インターフェースを介してである、請求項１の方法。
【請求項２６】
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　距離を検証する装置であって、
　少なくとも１つの第１信号の第１セットをあるデバイスへ送信することに適応する送信
機、
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットに応答して前記デバイスによって送信
される少なくとも１つの第２信号の第２セットを受信することに適応する受信機、及び
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットと前記少なくとも１つの第２信号の前
記第２セットとの特性に基づいて、前記装置と前記デバイスとの間の距離が妥当であるか
又は許容できるかどうかを判定することに適応する検証器
を具備する装置。
【請求項２７】
　前記検証器は、前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットが前記少なくとも１つ
の第１信号の前記第１セットの前記送信後の規定された期間内に受信されるかどうかを判
定することに更に適応する、請求項２６の装置。
【請求項２８】
　前記規定された期間は、前記装置と前記デバイスとの間の所期の距離に対応する、請求
項２７の装置。
【請求項２９】
　前記検証器は、前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットが前記少なくとも１つ
の第１信号の前記第１セットに適用される規定された信号応答方式に対応するかどうかを
判定することに更に適応する、請求項２６の装置。
【請求項３０】
　前記規定された信号応答方式は、規定されたシーケンスへの及び前記少なくとも１つの
第１信号の前記第１セットへの関数の適用を具備する、請求項２９の装置。
【請求項３１】
　前記規定されたシーケンスは、ランダム・シーケンス又は擬似ランダム・シーケンスを
具備する、請求項３０の装置。
【請求項３２】
　前記規定されたシーケンスは、前記装置と前記デバイスとのうちの少なくとも１つに関
連付けられる少なくとも１つの暗号鍵に従って生成される、請求項３０の装置。
【請求項３３】
　前記関数は、排他的論理和演算を具備する、請求項３０の装置。
【請求項３４】
　前記関数は、信号が送信されるか否かを判定することを具備する、請求項３０の装置。
【請求項３５】
　前記検証器は、前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットに統計的解析を実行し
て、前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットが前記少なくとも１つの第１信号の
前記第１セットに適用される前記規定された信号応答方式に対応するかどうかを判定する
ことに更に適応する、請求項２９の装置。
【請求項３６】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットの少なくとも１つの特性を変化させる
ことに適応する信号生成器を更に具備する、ここにおいて、
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットの前記特性は、時間、周波数、位相、
及び振幅から構成されるグループのうちの少なくとも１つを具備する、及び
　前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットの少なくとも１つの前記特性は、前記
信号生成器によって変えられる前記少なくとも１つの前記特性に機能的に基づく、
請求項２６の装置。
【請求項３７】
　前記信号生成器は、前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットの前記特性のうち
の少なくとも１つを、ランダム方式で又は擬似ランダム方式で、変化させることに更に適
応する、請求項３６の装置。
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【請求項３８】
　前記信号生成器は、前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットの前記特性のうち
の少なくとも１つを、決定論的方式で、変化させることに更に適応する、請求項３６の装
置。
【請求項３９】
　前記デバイスは、前記デバイスが前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットを受
信した後で、規定された期間内に前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットを送信
する、請求項２６の装置。
【請求項４０】
　前記規定された期間は、１０μ秒を具備する、請求項３９の装置。
【請求項４１】
　前記装置と前記デバイスとの間の距離を決定することに適応する距離決定器を更に具備
する、ここにおいて、前記検証器は、前記決定された距離が前記少なくとも１つの第１信
号の前記第１セットと前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットとの前記特性に基
づいて精確であるかどうかを判定することに更に適応する、請求項２６の装置。
【請求項４２】
　前記決定された距離を閾値と比較することに適応する比較器を更に具備する、ここにお
いて、もし前記決定された距離が前記閾値以下であることを前記比較が示す場合に、前記
送信機は、前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットを送信することに更に適応す
る、請求項４１の装置。
【請求項４３】
　前記距離決定器は、到達時間測定方式を使用することに更に適応する、請求項４１の装
置。
【請求項４４】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、変調された信号を具備する、請求
項２６の装置。
【請求項４５】
　前記変調された信号は、位相シフト・キーイング変調信号、オン／オフ・キーイング変
調信号、周波数シフト・キーイング変調信号、又は時間シフト・キーイング変調信号を具
備する、請求項４４の装置。
【請求項４６】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、少なくとも１つのランダム信号又
は擬似ランダム信号を具備する、請求項２６の装置。
【請求項４７】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、規定されたパルスのシーケンスを
具備する、請求項２６の装置。
【請求項４８】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、少なくとも１つの超広帯域パルス
を具備する、請求項２６の装置。
【請求項４９】
　それぞれの超広帯域パルスは、２０％程度又はそれより大きい部分帯域幅を有するか、
５００ＭＨｚ程度又はそれより大きい帯域幅を有するか、或いは、２０％程度又はそれよ
り大きい部分帯域幅を有し且つ５００ＭＨｚの程度又はそれより大きい帯域幅を有する、
請求項４８の装置。
【請求項５０】
　前記送信機は、個人領域ネットワークの無線インターフェース或いはボディ領域ネット
ワークの無線インターフェースを介して送信することに適応する、及び、前記受信機は、
個人領域ネットワークの無線インターフェース或いはボディ領域ネットワークの無線イン
ターフェースを介して受信することに適応する、請求項２６の装置。
【請求項５１】
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　距離を検証する装置であって、
　少なくとも１つの第１信号の第１セットをあるデバイスへ送信するための手段、
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットに応答して前記デバイスによって送信
される少なくとも１つの第２信号の第２セットを受信するための手段、及び
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットと前記少なくとも１つの第２信号の前
記第２セットとの特性に基づいて、前記装置と前記デバイスとの間の距離が妥当であるか
又は許容できるかどうかを判定するための手段
を具備する装置。
【請求項５２】
　前記判定するための手段は、前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットが前記少
なくとも１つの第１信号の前記第１セットの前記送信後の規定された期間内に受信される
かどうかを判定する、請求項５１の装置。
【請求項５３】
　前記規定された期間は、前記装置と前記デバイスとの間の所期の距離に対応する、請求
項５２の装置。
【請求項５４】
　前記判定するための手段は、前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットが前記少
なくとも１つの第１信号の前記第１セットに適用される規定された信号応答方式に対応す
るかどうかを判定する、請求項５１の装置。
【請求項５５】
　前記規定された信号応答方式は、規定されたシーケンスへの及び前記少なくとも１つの
第１信号の前記第１セットへの関数の適用を具備する、請求項５４の装置。
【請求項５６】
　前記規定されたシーケンスは、ランダム・シーケンス又は擬似ランダム・シーケンスを
具備する、請求項５５の装置。
【請求項５７】
　前記規定されたシーケンスは、前記装置と前記デバイスとのうちの少なくとも１つに関
連付けられる少なくとも１つの暗号鍵に従って生成される、請求項５５の装置。
【請求項５８】
　前記関数は、排他的論理和演算を具備する、請求項５５の装置。
【請求項５９】
　前記関数は、信号が送信されるか否かを判定することを具備する、請求項５５の装置。
【請求項６０】
　判定するための手段は、前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットに統計的解析
を実行して、前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットが前記少なくとも１つの第
１信号の前記第１セットに適用される前記規定された信号応答方式に対応するかどうかを
判定する、請求項５４の装置。
【請求項６１】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットの少なくとも１つの特性を変化させる
ための手段を更に具備する、ここにおいて、
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットの前記特性は、時間、周波数、位相、
及び振幅から構成されるグループのうちの少なくとも１つを具備する、及び
　前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットの少なくとも１つの前記特性は、前記
変化させるための手段によって変えられる少なくとも１つの前記特性に機能的に基づく、
請求項５１の装置。
【請求項６２】
　前記変化させるための手段は、前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットの前記
特性のうちの少なくとも１つを、ランダム方式で又は擬似ランダム方式で、変化させる、
請求項６１の装置。
【請求項６３】
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　前記変化させるための手段は、前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットの前記
特性のうちの少なくとも１つを、決定論的方式で、変化させる、請求項６１の装置。
【請求項６４】
　前記デバイスは、前記デバイスが前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットを受
信した後で、規定された期間内に前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットを送信
する、請求項５１の装置。
【請求項６５】
　前記規定された期間は、１０μ秒を具備する、請求項６４の装置。
【請求項６６】
　前記装置と前記デバイスとの間の距離を決定するための手段を更に具備する、ここにお
いて、前記装置と前記デバイスとの間の距離が妥当であるか又は許容できるかどうかを判
定するための手段は、前記決定された距離が前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セ
ットと前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットとの前記特性に基づいて精確であ
るかどうかを判定する、請求項５１の装置。
【請求項６７】
　前記決定された距離を閾値と比較するための手段を更に具備する、ここにおいて、前記
送信するための手段は、もし前記決定された距離が前記閾値以下であることを前記比較が
示す場合に、前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットを送信する、請求項６６の
装置。
【請求項６８】
　前記距離を決定するための手段は、到達時間測定方式を使用する、請求項６６の装置。
【請求項６９】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、変調された信号を具備する、請求
項５１の装置。
【請求項７０】
　前記変調された信号は、位相シフト・キーイング変調信号、オン／オフ・キーイング変
調信号、周波数シフト・キーイング変調信号、又は時間シフト・キーイング変調信号を具
備する、請求項６９の装置。
【請求項７１】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、少なくとも１つのランダム信号又
は擬似ランダム信号を具備する、請求項５１の装置。
【請求項７２】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、規定されたパルスのシーケンスを
具備する、請求項５１の装置。
【請求項７３】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、少なくとも１つの超広帯域パルス
を具備する、請求項５１の装置。
【請求項７４】
　それぞれの超広帯域パルスは、２０％程度又はそれより大きい部分帯域幅を有するか、
５００ＭＨｚ程度又はそれより大きい帯域幅を有するか、或いは、２０％程度又はそれよ
り大きい部分帯域幅を有し且つ５００ＭＨｚ程度又はそれより大きい帯域幅を有する、請
求項７３の装置。
【請求項７５】
　個人領域ネットワークの無線インターフェース或いはボディ領域ネットワークの無線イ
ンターフェースを介して、前記送信するための手段は送信し、そして前記受信するための
手段は受信する、請求項５１の装置。
【請求項７６】
　距離を検証するためのコンピュータ・プログラム製品であって、
　少なくとも１つのコンピュ－タによって実行可能なコードを具備するコンピュータ可読
媒体を具備し、前記コードは前記コンピュータに、
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　少なくとも１つの第１信号の第１セットを第２デバイスへ送信させ、
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットに応答して前記第２デバイスによって
送信された少なくとも１つの第２信号の第２セットを受信させ、及び
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットと前記少なくとも１つの第２信号の前
記第２セットとの特性に基づいて、前記第１デバイスと前記第２デバイスとの間の距離が
妥当であるか又は許容できるかどうかを判定させる
コードである、コンピュータ・プログラム製品。
【請求項７７】
　信号を処理するヘッドセットであって、
　少なくとも１つの第１信号の第１セットをあるデバイスへ送信することに適応する送信
機、
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットに応答して前記デバイスによって送信
される少なくとも１つの第２信号の第２セットを受信することに適応する受信機、
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットと前記少なくとも１つの第２信号の前
記第２セットとの特性に基づいて、前記ヘッドセットと前記デバイスとの間の距離が妥当
であるか又は許容できるかどうかを判定することに適応する検証器、及び
　前記受信機を介して受信した信号に基づいて可聴出力を供給することに適応する変換器
を具備するヘッドセット。
【請求項７８】
　信号を処理するウォッチであって、
　少なくとも１つの第１信号の第１セットをあるデバイスへ送信することに適応する送信
機、
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットに応答して前記デバイスによって送信
される少なくとも１つの第２信号の第２セットを受信することに適応する受信機、
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットと前記少なくとも１つの第２信号の前
記第２セットとの特性に基づいて、前記ウォッチと前記デバイスとの間の距離が妥当であ
るか又は許容できるかどうかを判定することに適応する検証器、及び
　前記受信機を介して受信した信号に基づいて映像出力を供給することに適応するディス
プレイ
を具備するウォッチ。
【請求項７９】
　信号を処理する医療デバイスであって、
　少なくとも１つの第１信号の第１セットをあるデバイスへ送信することに適応する送信
機、
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットに応答して前記デバイスによって送信
される少なくとも１つの第２信号の第２セットを受信することに適応する受信機、
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットと前記少なくとも１つの第２信号の前
記第２セットとの特性に基づいて、前記医療デバイスと前記デバイスとの間の距離が妥当
であるか又は許容できるかどうかを判定することに適応する検証器、及び
　前記送信機を介して送信される検知されたデータを生成することに適応するセンサ
を具備する医療デバイス。
【請求項８０】
　信号に応答する方法であって、
　第１デバイスにおいて第２デバイスからの少なくとも１つの第１信号の第１セットを受
信すること、ここにおいて、前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、第１時
間に受信される、
　前記第１デバイスと前記第２デバイスとにとって既知である信号応答方式に基づいて、
前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットによって表わされるデータに関数を適用
することによって、少なくとも１つの第２信号の第２セットを生成すること、及び
　前記第１時間の後の規定された期間内にある第２時間に、前記少なくとも１つの第２信
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号の前記第２セットを前記第２デバイスへ送信すること
を具備する方法。
【請求項８１】
　前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットの前記生成は、前記第１デバイスと前
記第２デバイスとにとって既知の規定されたシーケンスに前記関数を適用することを具備
する、請求項８０の方法。
【請求項８２】
　前記規定されたシーケンスは、ランダム・シーケンス又は擬似ランダム・シーケンスを
具備する、請求項８１の方法。
【請求項８３】
　前記規定されたシーケンスは、前記第１デバイスと前記第２デバイスとのうちの少なく
とも１つに関連付けられる少なくとも１つの暗号鍵に従って生成される、請求項８１の方
法。
【請求項８４】
　前記関数は、排他的論理和演算を具備する、請求項８０の方法。
【請求項８５】
　前記関数は、信号が送信されるか否かを判定することを具備する、請求項８０の方法。
【請求項８６】
　前記第１時間は、前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットからの特定された信
号の受信に関連付けられる、及び
　前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットからの特定された信号は、前記第２時
間に送信される、
請求項８０の方法。
【請求項８７】
　前記規定された期間は、１０μ秒を具備する、請求項８０の方法。
【請求項８８】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、少なくとも１つの位相シフト・キ
ーイング変調信号、少なくとも１つのオン／オフ・キーイング変調信号、少なくとも１つ
の周波数シフト・キーイング変調信号、又は少なくとも１つの時間シフト・キーイング変
調信号を具備する、請求項８０の方法。
【請求項８９】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、少なくとも１つのランダム信号又
は擬似ランダム信号を具備する、請求項８０の方法。
【請求項９０】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、規定されたパルスのシーケンスを
具備する、請求項８０の方法。
【請求項９１】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、超広帯域パルスを具備する、請求
項８０の方法。
【請求項９２】
　それぞれの超広帯域パルスは、２０％程度又はそれより大きい部分帯域幅を有するか、
５００ＭＨｚ程度又はそれより大きい帯域幅を有するか、或いは、２０％程度又はそれよ
り大きい部分帯域幅を有し且つ５００ＭＨｚ程度又はそれより大きい帯域幅を有する、請
求項９１の方法。
【請求項９３】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットの前記受信及び前記少なくとも１つの
第２信号の前記第２セットの前記送信は、個人領域ネットワークの無線インターフェース
或いはボディ領域ネットワークの無線インターフェースを経由する、請求項８０の方法。
【請求項９４】
　信号に応答する装置であって、
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　少なくとも１つの第１信号の第１セットを受信することに適応する受信機、ここにおい
て、前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、第１時間に受信される、
　前記装置とあるデバイスとにとって既知である信号応答方式に基づいて、前記少なくと
も１つの第１信号の前記第１セットによって表わされるデータに関数を適用することによ
って、少なくとも１つの第２信号の第２セットを生成することに適応する信号生成器、及
び
　前記第１時間の後の規定された期間内にある第２時間に、前記少なくとも１つの第２信
号の前記第２セットを前記デバイスへ送信することに適応する送信機
を具備する装置。
【請求項９５】
　前記信号生成器は、前記装置と前記デバイスとにとって既知の規定されたシーケンスに
前記関数を適用して、前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットを生成することに
更に適応する、請求項９４の装置。
【請求項９６】
　前記規定されたシーケンスは、ランダム・シーケンス又は擬似ランダム・シーケンスを
具備する、請求項９５の装置。
【請求項９７】
　前記規定されたシーケンスは、前記装置と前記デバイスとのうちの少なくとも１つに関
連付けられる少なくとも１つの暗号鍵に従って生成される、請求項９５の装置。
【請求項９８】
　前記関数は、排他的論理和演算を具備する、請求項９４の装置。
【請求項９９】
　前記関数は、信号が送信されるか否かを判定することを具備する、請求項９４の装置。
【請求項１００】
　前記第１時間は、前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットからの特定された信
号の受信に関連付けられる、及び
　前記送信機は、前記第２時間に、前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットから
の特定された信号を送信することに更に適応する、
請求項９４の装置。
【請求項１０１】
　前記規定された期間は、１０μ秒を具備する、請求項９４の装置。
【請求項１０２】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、少なくとも１つの位相シフト・キ
ーイング変調信号、少なくとも１つのオン／オフ・キーイング変調信号、少なくとも１つ
の周波数シフト・キーイング変調信号、又は少なくとも１つの時間シフト・キーイング変
調信号を具備する、請求項９４の装置。
【請求項１０３】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、少なくとも１つのランダム信号又
は擬似ランダム信号を具備する、請求項９４の装置。
【請求項１０４】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、規定されたパルスのシーケンスを
具備する、請求項９４の装置。
【請求項１０５】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、超広帯域パルスを具備する、請求
項９４の装置。
【請求項１０６】
　それぞれの超広帯域パルスは、２０％程度又はそれより大きい部分帯域幅を有するか、
５００ＭＨｚ程度又はそれより大きい帯域幅を有するか、或いは、２０％程度又はそれよ
り大きい部分帯域幅を有し且つ５００ＭＨｚ程度又はそれより大きい帯域幅を有する、請
求項１０５の装置。
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【請求項１０７】
　前記送信機は、個人領域ネットワークの無線インターフェース或いはボディ領域ネット
ワークの無線インターフェースを介して送信することに適応し、及び、前記受信機は、前
記個人領域ネットワークの前記無線インターフェース或いは前記ボディ領域ネットワーク
の前記無線インターフェースを介して、受信することに適応する、請求項９４の装置。
【請求項１０８】
　信号に応答する装置であって、
　少なくとも１つの第１信号の第１セットを受信するための手段、ここにおいて、前記少
なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、第１時間に受信される、
　前記装置とあるデバイスとにとって既知である信号応答方式に基づいて、前記少なくと
も１つの第１信号の前記第１セットによって表わされるデータに関数を適用することによ
って、少なくとも１つの第２信号の第２セットを生成するための手段、及び
　前記第１時間の後の規定された期間内にある第２時間に、前記少なくとも１つの第２信
号の前記第２セットを前記デバイスへ送信するための手段
を具備する装置。
【請求項１０９】
　前記生成するための手段は、前記装置と前記デバイスとにとって既知の規定されたシー
ケンスに前記関数を適用して、前記少なくとも１つの第２信号の前記第２セットを生成す
る、請求項１０８の装置。
【請求項１１０】
　前記規定されたシーケンスは、ランダム・シーケンス又は擬似ランダム・シーケンスを
具備する、請求項１０９の装置。
【請求項１１１】
　前記規定されたシーケンスは、前記装置と前記デバイスとのうちの少なくとも１つに関
連付けられる少なくとも１つの暗号鍵に従って生成される、請求項１０９の装置。
【請求項１１２】
　前記関数は、排他的論理和演算を具備する、請求項１０８の装置。
【請求項１１３】
　前記関数は、信号が送信されるか否かを判定することを具備する、請求項１０８の装置
。
【請求項１１４】
　前記第１時間は、前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットからの特定された信
号の受信に関連付けられる、及び
　前記送信するための手段は、前記第２時間に、前記少なくとも１つの第２信号の前記第
２セットからの特定された信号を送信する、
請求項１０８の装置。
【請求項１１５】
　前記規定された期間は、１０μ秒を具備する、請求項１０８の装置。
【請求項１１６】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、少なくとも１つの位相シフト・キ
ーイング変調信号、少なくとも１つのオン／オフ・キーイング変調信号、少なくとも１つ
の周波数シフト・キーイング変調信号、又は少なくとも１つの時間シフト・キーイング変
調信号を具備する、請求項１０８の装置。
【請求項１１７】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、少なくとも１つのランダム信号又
は擬似ランダム信号を具備する、請求項１０８の装置。
【請求項１１８】
　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、規定されたパルスのシーケンスを
具備する、請求項１０８の装置。
【請求項１１９】
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　前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、超広帯域パルスを具備する、請求
項１０８の装置。
【請求項１２０】
　それぞれの超広帯域パルスは、２０％程度又はそれより大きい部分帯域幅を有するか、
５００ＭＨｚ程度又はそれより大きい帯域幅を有するか、或いは、２０％程度又はそれよ
り大きい部分帯域幅を有し且つ５００ＭＨｚ程度又はそれより大きい帯域幅を有する、請
求項１１９の装置。
【請求項１２１】
　個人領域ネットワークの無線インターフェース或いはボディ領域ネットワークの無線イ
ンターフェースを介して、前記送信するための手段は送信し、そして前記受信するための
手段は受信する、請求項１０８の装置。
【請求項１２２】
　信号に応答するためのコンピュータ・プログラム製品であって、
　少なくとも１つのコンピュ－タによって実行可能なコードを具備するコンピュータ可読
媒体を具備し、前記コードはコンピュータに、
　少なくとも１つの第１信号の第１セットを受信させ、ここにおいて、前記少なくとも１
つの第１信号の前記第１セットは、第１時間に受信される、
　第１デバイスと第２デバイスとにとって既知の信号応答方式に基づいて、前記少なくと
も１つの第１信号の前記第１セットによって表わされるデータに関数を適用することによ
って、少なくとも１つの第２信号の第２セットを生成させ、及び
　前記第１時間の後の規定された期間内にある第２時間に、前記少なくとも１つの第２信
号の前記第２セットを前記第２デバイスへ送信させる
コードである、コンピュータ・プログラム製品。
【請求項１２３】
　信号を処理するヘッドセットであって、
　少なくとも１つの第１信号の第１セットを受信することに適応する受信機、ここにおい
て、前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、第１時間に受信される、
　前記ヘッドセットとあるデバイスとにとって既知の信号応答方式に基づいて、前記少な
くとも１つの第１信号の前記第１セットによって表わされるデータに関数を適用すること
によって、少なくとも１つの第２信号の第２セットを生成することに適応する信号生成器
、
　前記第１時間の後の規定された期間内にある第２時間に、前記少なくとも１つの第２信
号の前記第２セットを前記デバイスへ送信することに適応する送信機、及び
　前記受信機を介して受信した信号に基づいて可聴出力を供給することに適応する変換器
を具備するヘッドセット。
【請求項１２４】
　信号を処理するウォッチであって、
　少なくとも１つの第１信号の第１セットを受信することに適応する受信機、ここにおい
て、前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、第１時間に受信される、
　前記ウォッチとあるデバイスとにとって既知の信号応答方式に基づいて、前記少なくと
も１つの第１信号の前記第１セットによって表わされるデータに関数を適用することによ
って、少なくとも１つの第２信号の第２セットを生成することに適応する信号生成器、
　前記第１時間の後の規定された期間内にある第２時間に、前記少なくとも１つの第２信
号の前記第２セットを前記デバイスへ送信することに適応する送信機、及び
　前記受信機を介して受信した信号に基づいて映像出力を供給することに適応するディス
プレイ
を具備するウォッチ。
【請求項１２５】
　信号を処理する医療デバイスであって
　少なくとも１つの第１信号の第１セットを受信することに適応する受信機、ここにおい
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て、前記少なくとも１つの第１信号の前記第１セットは、第１時間に受信される、
　前記医療デバイスとあるデバイスとにとって既知の信号応答方式に基づいて、前記少な
くとも１つの第１信号の前記第１セットによって表わされるデータに関数を適用すること
によって、少なくとも１つの第２信号の第２セットを生成することに適応する信号生成器
、
　前記第１時間の後の規定された期間内にある第２時間に、前記少なくとも１つの第２信
号の前記第２セットを前記デバイスへ送信することに適応する送信機、及び
　前記送信機を介して送信される検知された信号を生成することに適応するセンサ
を具備する医療デバイス。
【発明の詳細な説明】
【関連文献】
【０００１】
［３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９に基づく優先権の主張］
　本出願は、２００６年４月１８日に提出され、そして、本出願の譲受人に譲渡され、本
出願における参照としてここに組み込まれた、米国特許仮出願番号第６０／７９３，１８
９号に優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本出願は、一般に距離測定、及び、距離測定の検証に係わる。
【背景技術】
【０００３】
　距離測定は、２つの場所の間の距離を決定することを含む。一般的なシナリオでは、測
距儀のような装置は、該測距儀から別の対象までの距離を測定する。距離測定装置は、例
えば、レーザ、レーダー、ソナー、及び種々の形態の無線周波数（radio-frequency）（
“ＲＦ”）シグナリングのような多様な技術を使用することが出来る。簡便化のために、
用語距離測定（distance ranging）は、本明細書中では簡単に測距（ranging）と呼ばれ
る。
【０００４】
　測距は、ＲＦシグナリングの利用を介して通信システムで利用されることが出来る。例
えば、無線通信システムでは、測距デバイスは、ある信号が該測距デバイスから別の装置
まで伝播するのに要する時間や、又ある信号が該別の装置から該測距デバイスまで伝播す
るのに要する時間、或いは双方、を決定することが出来る。次に該測距デバイスは、これ
等の時間の何れかとＲＦ信号の伝播速度（例えば、光の速度）に基づいて、両装置間の距
離を計算する。
【０００５】
　ある複数のシステムは、双方向メッセージ交換機構を利用して２つの装置間の相対距離
を測定する。例えば、第１デバイスは、第２デバイスへ測距パケットを送ることが出来る
。第２デバイスは、次に第１デバイスへ応答パケットを返送することが出来る、ここで該
応答パケットは、第２デバイスが該測距パケットを受信してから該応答パケットを送信す
るのに要した時間（即ち、第２デバイスのターンアラウンド時間）を示す。次に第１デバ
イスは、このターンアラウンド時間を利用して該パケットの実際の伝播時間を決定する。
ここで、第１デバイスは、該測距パケットを送信した時間から該応答パケットを受信する
までに経過した時間を総往復時間として計算する。次に第１デバイスは、該総往復時間か
ら該ターンアラウンド時間を減算することによって実際の伝播時間を決定することが出来
る。
【０００６】
　実際には、この形式の双方向メッセージ交換測距は、第２デバイスによって障害を生じ
させられる影響を受けやすい。例えば、第２デバイスは、第１デバイスに対し第２デバイ
スが実際よりも更に近接しているかに見せかける応答パケットで、第１デバイスへ誤った
情報を送ることが出来る。例えば、第２デバイスは、第１デバイスからの該測距パケット
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を実際よりも早く受信したと報ずることが出来るし、又、該応答パケットを実際よりも遅
く送信したと報ずることも出来る。
【０００７】
　この課題に対処するための１つの手法は、公開／秘密鍵交換および認証サーバを利用し
て、第１デバイスに対する第２デバイスの認証を行うことである。一旦認証されると、第
１デバイスは、次に第２デバイスによって報告される情報を信用することが出来る。しか
しながら現実には、この方式では、信用されることが出来ない装置に対して測距認証が同
様に必要とされることもある。従って、更に信頼性のある測距技術に対する要求が存在す
る。
【発明の開示】
【概要】
【０００８】
　本開示の実例の諸態様の概要が下記に示される。簡便化のために、本開示の１又は複数
の態様は、本明細書では簡単に“ある複数の態様”と呼ばれることがある。
【０００９】
　本開示は、ある複数の態様において測距技術に係わる。例えば、測距技術は、２つの無
線通信デバイス間の距離を検証又は決定するために使用されることが出来る。
【００１０】
　本開示は、又ある複数の態様において測距技術に係わる。例えば、検証される測距は、
２つのデバイス間の距離が妥当であるかどうか或いは許容範囲内にあるかどうかを判定す
るために利用されることが出来る。検証される測距は、又２つのデバイス間の決定された
距離の精度を検証するために利用されることも出来る。ここで、検証される測距は、測距
デバイスと応答デバイス間の距離が所与の距離以下であることを保証するために利用され
ることが出来る。
【００１１】
　ある複数の態様では、デバイス（例えば、応答デバイス）がある一定の動作を実行でき
る能力があるかどうかに基づいて、距離が検証される。ここで、該動作は、該デバイスが
別のデバイス（例えば、測距デバイス）からある一定距離内にある場合に限り該デバイス
は、該動作を実行する（例えば、特定の結果を生成する）ことが出来るように、規定され
ることが出来る。例えば、双方向メッセージ交換測距を利用するシステムでは、応答デバ
イスは、受信された測距信号に応答する信号をある規定された期間（例えば、ある規定さ
れたターンアラウンド時間）内に送信することが出来る（例えば、送信するように要求さ
れることが出来る）。ここで、該規定されたターンアラウンド時間は、所期の測定される
距離に関連付けられる真の往復伝播時間に対して相対的に重要ではないと決められること
が出来る。そこで測距デバイスは、測定された総往復時間が所望の往復時間プラス規定さ
れたターンアラウンド時間以下であるかどうかを判定することによって該デバイス間の距
離を検証することが出来る。このようにして、冷かしの（spoofing）デバイスが誤魔化す
ことが出来る距離は、規定されたターンアラウンド時間によって制限される。
【００１２】
　ある複数の態様では、測距信号は、ランダム、擬似ランダム、又は確定シーケンスを含
むことが出来る。例えば、測距信号は、それぞれのパルスがランダムに選択される値を有
する、パルスのシーケンスを含むことが出来る。この場合、応答デバイスからの適切な応
答信号は、該測距信号のシーケンスに対応する。
【００１３】
　ある複数の態様では、応答デバイスは、既知の信号応答方式に基づく関数に従って動作
信号に演算を行うことによって、応答信号を生成する。例えば、応答デバイスは、測距信
号によって示される（例えば、該信号で送られた）情報に演算を行う関数を利用すること
が出来る。応答デバイスは、次に該処理された情報を測距デバイスへ送信する。その測距
デバイスは、該信号応答方式、そしてそれゆえ該関数に関する知識を有する。このように
して測距デバイスは、応答デバイスから受信する情報が該関数を使用して適切に処理され
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、何らかの方法で誤魔化されてないことを検証することが出来る。
【００１４】
　ある複数の態様では、測距デバイスは、該測距デバイスが応答デバイスへ送った測距信
号に該応答デバイスが適切に演算を行った可能性（例えば、確率）を判定する。例えば、
測距デバイスは、応答デバイスから受信された応答信号を処理するために統計解析を利用
して、該応答デバイスが実際に該測距信号に応答しているのか、或いは測距信号への応答
を誤魔化そうと試みているのかに関する信頼水準を求めることが出来る。
【詳細な説明】
【００１５】
　本開示の上記およびその他の特徴、態様そして利点は、下記の詳細な説明、特許請求の
範囲、及び添付図面に関して考察される場合より完全に理解されるであろう。
【００１６】
　慣例に従って、図面に示される種々の特徴要素は、一定の比率に応じて表わされてはい
ない。従って、種々の特徴要素の寸法は、簡明化を図るために任意に拡大又は縮小される
ことがある。更に、幾つかの図面は、簡明化を図るために単純化されることがある。この
ようにして、図面は、所与の装置（例えば、デバイス）又は方法の必ずしも全ての構成要
素を描くわけではない。最後に、同じ参照番号は、明細書及び図面を一貫して同じ特徴要
素を表すために使用される。
【００１７】
　本開示の種々の態様が下記に記載される。本明細書中の諸教示は、多様な形態で具体化
されることが出来ること、及び、本明細書で開示される何れの具体的構成、機能又はその
両者が、単に代表的なものであるということは、当然明白である。本明細書の教示に基づ
いて、当業者は、本明細書で開示された１つの態様が、任意の他の態様とは独立に実施さ
れることが出来ること、及び、２つ以上のこれ等の態様が、種々の方法で組み合わせられ
ることが可能なこと、を認識するはずである。例えば、本明細書に記載された任意の数の
態様を使用して、装置が実装されることが出来る或いは方法が実行されることが出来る。
更に、本明細書に記載された１又は複数の態様に追加した或いは該態様とは異なる、他の
構成、機能又は構成及び機能を使用して、その様な装置は実装されることが出来る或いは
その様な方法は実行されることが出来る。例えば、ある複数の態様は、決定された距離を
複数の信号の特性に基づいて検証することを含み、他方他の態様は、決定された距離を複
数の信号の特性に基づいて検証することを含み、且つ少なくとも１つの信号が規定時間内
に受信されたかどうかを判定することを含む。
【００１８】
　図１は、デバイス１０２とデバイス１０４との間の距離を検証することに関する種々の
動作を実行するデバイス１０２とデバイス１０４を含む通信システムのある態様を図示す
る。ある複数の態様では、距離を検証することは、諸信号を処理して、それ等の信号の諸
特性がデバイス１０２とデバイス１０４との間の所与の距離関係を検証するために資する
かどうかを判定することに係わる。ある複数の態様では、距離を検証することは、デバイ
ス１０２とデバイス１０４との間の距離を決定すること及び該決定された距離を検証する
ことに係わる。図１に示されるように、デバイス１０２とデバイス１０４は、無線通信回
線１０６を介して互いに通信することが出来る。
【００１９】
　図１の例におけるデバイス１０２とデバイス１０４は、簡単化された様式で表わされて
おり、距離決定と関連処理に係わる機能を提供することが出来るある種の構成要素を強調
する。例えば、デバイス１０２は、測距動作を実行するデバイスを具備することが出来る
、他方、デバイス１０４は、測距に関係する動作に応答するデバイスを具備することが出
来る。それ故に、デバイス１０２は、デバイス１０２とデバイス１０４との間の１又は複
数の距離を最終的に決定し、そして該決定に基づいて１又は複数の動作を実行するデバイ
スで使用されることが出来る構成要素を強調するように表わされる。逆に、デバイス１０
４は、デバイス１０２の距離決定動作に関連する動作を実行することが出来るデバイスで
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使用されることが出来る構成要素を強調するように表わされる。所与のデバイスは、デバ
イス１０２で表わされる機能、デバイス１０４で表わされる機能、或いはそれ等のある組
合せ、並びに、その他の機能を統合することが出来る、ということが理解されるはずであ
る。
【００２０】
　システム１００の実例の動作が図２の流れ図に関連して更に詳細に説明される。便宜上
、図２の動作（或いは、本明細書で論じられる他の任意の動作）は、特定の構成要素（例
えば、デバイス１０２とデバイス１０４）によって実行されるとして説明されることがあ
る。しかしながら、これ等の動作は、他の構成要素によって実行されることが出来ること
及び異なる数の構成要素を使用して実行されることが出来ること、が理解されるはずであ
る。又、本明細書で説明される１又は複数の動作が所与の実施においては利用されないこ
とがあり得ることも理解されるはずである。
【００２１】
　図２のブロック２０２で表わされるように、デバイス１０２のような測距デバイスは、
該測距デバイスとデバイス１０４のような応答デバイスとの間の距離をオプションで決定
することが出来る。距離決定動作は、例えば、到達時間方式、双方向メッセージ交換測距
方式、或いは何か他の適切な方式のような種々の測距技術を利用して、実行されることが
出来る。
【００２２】
　図１の例において、デバイス１０２は、距離決定器コンポーネント１０８を含むことが
出来て、該コンポーネントは、デバイス１０２とデバイス１０４との間の相対距離のよう
な１又は複数の距離に関するパラメータを決定することに関係する種々の機能を実行する
ように適応する。ある複数の実施においては、距離決定器１０８は、１又は複数の他の構
成要素（例えば、トランシーバ１４０）を利用する又はそれ等と協働して距離を決定する
ことが出来る。
【００２３】
　測距デバイスは、デバイス１０２とデバイス１０４との間の距離を、２つのデバイス間
の距離が妥当であるか或いは許容範囲内にあるかどうかを判定することを企図して、検証
することが出来る。ある複数の態様では、これは決定された距離を検証すること（例えば
、決定された距離が精確であることを保証する）ことを必要とする。ここで、測距デバイ
スは、適切な動作を実行して、該応答デバイス又は何か他のデバイスが該測距デバイスの
測距動作に障害を生じなかったことを保証することが出来る。
【００２４】
　ある複数の態様では、測距デバイスは、応答デバイスが該測距デバイスから高々所与の
距離にある場合に限り達成可能な結果を生成するある処置を該応答デバイスに実行させる
ことによって距離を検証することが出来る。そのような動作の一例は、双方向メッセージ
交換動作を含み、その場合、距離の検証は、応答デバイスが該測距デバイスから適切な信
号を受信した後で規定された期間内に該応答デバイスが応答信号を送信することに基礎を
置いている。
【００２５】
　図３は、実例の双方向メッセージ交換動作を、単純化された様式で、図示する。時間Ｔ
０で、線分３０４で表わされるように、応答デバイスへ信号３０２を送信する。該信号は
、信号３０６によって表わされるように、時間Ｔ１に応答デバイスに到着する。このよう
にして、測距デバイスから応答デバイスまで伝送される該信号の伝播時間は、時間間隔３
０８によって表わされる。
【００２６】
　時間Ｔ１と時間Ｔ２との間で応答デバイスは、受信された信号３０６を処理する。この
処理時間は、したがって、時間間隔３１０によって表わされる。
【００２７】
　時間Ｔ２で、応答デバイスは、処理された信号３１２を線分３１４によって表わされる
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ように測距デバイスへ送信する。この信号は、信号３１６によって表わされるように時間
Ｔ３に該測距デバイスに到着する。このようにして、応答デバイスから測距デバイスまで
伝送される該信号の伝播時間は、時間間隔３１８によって表わされる。
【００２８】
　パルス３０２の送信とパルス３１６の受信との間の総時間は、期間３２０によって表わ
される。下記に更に詳細に論じられるように、測距デバイスは、期間３２０によって表わ
される往復時間と期間３１０に関連付けられる規定された期間についての知識に基づいて
、距離を検証する、ここで、該規定された期間は、適切に制限される。上記で論じられた
期間（例えば、往復時間）は、多様な方式で定義されることが出来ることが理解されるは
ずである。例えば、所与の期間の開始時間は、パルス、シンボル、メッセージ、或いは何
か他の型の信号、に関連付けられる時間（例えば、始まる時間、中間の時間、終了する時
間、又はゼロ交差時間、等）によって定義されることが出来る、或いは、開始時間は、何
か他の適切な方式で定義されることが出来る。同様に、所与の期間の終了時間は、パルス
、シンボル、メッセージ、或いは何か他の型の信号、に関連付けられる時間（例えば、始
まる時間、中間の時間、終了する時間、又はゼロ交差時間、等）によって定義されること
が出来る、或いは、終了時間は、何か他の適切な方式で定義されることが出来る。
【００２９】
　図２を再び参照して、ブロック２０４によって表わされるように、測距デバイスは、デ
バイス１０２とデバイス１０４との間の距離の検証に関連する測距信号を生成する。図１
の例では、このような信号は、信号生成器１１０で初期に生成されることが出来る。ある
複数の態様では、該測距信号は、ランダム、擬似ランダム、或いは、確定シーケンスに基
づくことが出来る。従って、デバイス１０２は、又シーケンス生成器１１２を含むことが
出来る。ここで、応答デバイスに前もって知られてないシーケンスの使用は、該応答デバ
イスが測距デバイスからのその距離を誤魔化すことを一層困難にすることが出来ることが
理解されるはずである。
【００３０】
　ブロック２０６によって表わされるように、測距デバイスは、測距信号を応答デバイス
へ送信する。この目的のために、トランシーバ（例えば、超広帯域トランシーバ）１４０
は、送信機コンポーネント１１４と受信機コンポーネント１１６を含む。同様に、デバイ
ス１０４は、受信機コンポーネント１２０と送信機コンポーネント１２２を有するトラン
シーバ１１８を含む。
【００３１】
　 ブロック２０８によって表わされるように、応答デバイスは、測距デバイスから受信
された測距信号を処理する。例えば、応答デバイスは、双方のデバイスにとって既知の関
数を利用して、該受信信号について演算することが出来る。ある複数の実施においては、
これは、第２デバイスによって送信される応答信号が原測距信号の反射と区別されるよう
に、該受信信号をスクランブルすることを伴う。ある複数の態様では、該既知の関数は、
既知のシーケンス又は何か他の情報を利用する或いはそれ等について演算することが出来
る。後者の情報は、例えば、ランダム、擬似ランダム、或いは、確定方式を含む種々の方
法で生成されることが出来る。
【００３２】
　ある複数の実施においては、該情報は、測距デバイスと応答デバイスによって所有され
る暗号鍵に基づいて生成される。例えば、両デバイスは、デフィー・ヘルマン（Diffie-H
ellman）鍵交換又は何か他の適切な手順を含むペアリング・プロセスの期間に、鍵を交換
することが出来る。そのような（単数又は複数の）鍵から生成されるシーケンスの使用を
介して、本明細書で説明される距離に基づく検証作業は、距離が検証されようとしている
対象である同一デバイスと交換された任意の鍵を認証するための仕組みを提供することが
出来る。
【００３３】
　再び図１を参照して、デバイス１０４は、受信された測距信号を処理して応答信号を生
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成する信号生成器１２４を含むことが出来る。上で論じられたように、応答デバイスは、
ブロック２０８の動作を実行して、規定された期間内に、該処理された信号をブロック２
１０で測距デバイスへ送信しなければならない。従って、デバイス１０４は、そのような
時間制約を容易にする又は強制適用することが出来るタイマー・コンポーネント１２６を
含むことが出来る。
【００３４】
　図４は、受信されたシーケンス信号に適用されることが出来る実例の関数と実例のシー
ケンスを、単純化された様式で図示する。本例では、測距デバイスは、あるシーケンスの
第１の信号４０２Ａを応答デバイスへ送信する。信号４０２Ａは、値０に関連付けられる
。応答デバイスの関数コンポーネント４０４Ａは、測距デバイスと応答デバイスにとって
既知であるシーケンスの第１番目の値４０６Ａと共に信号４０２Ａに演算するために既知
の関数を実行する。関数コンポーネント４０４Ａは、信号４０２Ａと値４０６Ａに基づい
て（本例では、値０を有する）出力を生成する。次に応答デバイスは、関数コンポーネン
ト４０４Ａの該出力に対応する信号を生成し、そして、該信号をパルス４０８Ａによって
表わされるように測距デバイスへ送信する。
【００３５】
　本例では、関数４０４Ａは、排他的論理和（ＸＯＲ）関数を具備する。しかしながら、
本明細書における教示に従えば多様な他の型の関数が使用されることが出来るということ
が理解されるはずである。例えば、時間的で変化する関数が使用されることが出来る、こ
の場合該関数の結果は、時間及び（単数又は複数の）入力値の関数である。
【００３６】
　次に上記の動作は、測距デバイスからの該シーケンスの後続の信号４０２Ｂ、４０２Ｃ
と、４０２Ｄ、及び、既知のシーケンスの後続の値４０６Ｂ、４０６Ｃと、４０６Ｄに対
して繰り返されることが出来る。便宜上、図４は、後続の動作が関数コンポーネント４０
４Ｂ、４０４Ｃと、４０４Ｄによって実行されるとして図示する。しかしながら、ある複
数の実施においては、これ等の動作は、ある共通の関数コンポーネントによって実行され
ることが出来ることが理解されるはずである。
【００３７】
　再び図２の動作を参照すると、ブロック２１０によって表わされるように、応答デバイ
スは、適切に処理された応答信号を測距デバイスへ送信する。下記で更に詳細に論じられ
るように、測距信号を受信してから規定時間（例えば、規定されたターンアラウンド時間
）内に応答デバイスは、応答信号を送信する。図１の例では、この伝送は、デバイス１０
４の送信機コンポーネント１２２及びデバイス１０２の受信機コンポーネント１１６を介
して遂行されることが出来る。
【００３８】
　ブロック２１２によって表わされるように、測距デバイスは、デバイス１０２とデバイ
ス１０４との間の距離を、受信された処理済み信号と測距信号の特性に基づいて、検証す
ることが出来る。例えば、測距デバイスは、該受信された処理済み信号がブロック２０６
における測距信号の送信後の規定時間内に受信されたかどうか（例えば、総往復時間）を
判定することが出来る。更に、測距デバイスは、統計解析又は何か他の適切な演算を実行
して、応答デバイスが既知のシーケンスを使用して測距信号に演算を行ったかどうかを、
判定することが出来る。これ等の及びその他の関連する動作を実行するために、図１のデ
バイス１０２は、信号応答方式モジュール１３０、統計解析器１３２、並びにタイマー・
コンポーネント１３４のような他の構成要素を含む距離検証器１２８を含むことが出来る
。
【００３９】
　ある複数の態様では、デバイス１０２とデバイス１０４との間の距離を検証することは
、該距離が許容されるかどうか或いは妥当であるかどうかを判定することを含む。前者の
シナリオの例として、距離検証器１２８は、該距離が関連する（単数又は複数の）動作の
実行のために受容可能と見なされる規定範囲内にあることを、検証することが出来る。後
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者のシナリオの例として、距離検証器１２８は、該距離を検証するために使用されている
情報が何らかの方法で障害を生じさせられたことがあるかどうか或いは何か他の理由で信
頼できないかどうか、を判定することが出来る。
【００４０】
　ある複数の態様では、デバイス１０２とデバイス１０４との間の距離を検証することは
、該受信された処理済み信号を処理してこの距離に関する情報を求めることを含む。例え
ば、距離検証器１２８は、該処理済み信号がブロック２０６における測距信号の送信後の
規定時間内にデバイス１０２によって受信されたかどうか、を判定することが出来る。こ
こに、信号の伝播時間が実質的に既知であると仮定し、デバイス１０４のターンアラウン
ド時間について仮定を設ければ、この往復時間は、デバイス１０２とデバイス１０４が所
与の範囲内にあることを検証するために使用されることが出来る。或いは、該距離検証器
は、該往復時間情報を使用して、デバイス１０２とデバイス１０４との間の実際の距離の
推定を（該ターンアラウンド時間を考慮して）計算することが出来る。
【００４１】
　ある複数の態様では、デバイス１０２とデバイス１０４との間の距離を検証することは
、過去に決定された距離の精度を検証することを伴う。ここに、デバイス１０２とデバイ
ス１０４との間の該距離は、（例えば、ブロック２０２に関連して上述で説明されたよう
に）何らかの方法で決定されることが出来る。ここで、ブロック２１２の動作は、この距
離を検証するために利用されることが出来る。例えば、ブロック２１２の動作は、ある上
限値を決定するために使用されることが出来て、適切な検証のためには、該決定された距
離は、該上限値内に収まらなければならない。換言すれば、該決定された距離は、該決定
された距離が該上限値未満に収まる場合に、検証される。
【００４２】
　ブロック２１４によって表わされるように、測距デバイスが、２つのデバイス間の距離
が妥当である又は許容範囲内であることを（例えば、決定された距離が精確であることを
）検証する場合には、該測距デバイスは、該検証された距離に基づいて１又は複数の処置
を行う。例えば、１又は複数の動作がイネーブル（enable）にされる（例えば、起動され
る）、ディセーブル（disable）にされる（例えば、終了させられる）、或いは該距離に
基づいて実行される（例えば、機能を修正される）ことが出来る。この目的のために、図
１のデバイス１０２は、例えば、応答デバイスが測距デバイスの所与の範囲内にあるかど
うかに基づいて、１又は複数の動作を実行するように適応するオペレーションズ・プロセ
ッサ・コンポーネント１３６を含むことが出来る。もしこの条件が満たされれば、測距デ
バイスは、例えば、応答デバイスを測距デバイスに対して認証すること、又は、応答デバ
イスが測距デバイスによって提供されるある一定のサービスに接続することを可能にする
１又は複数の動作を実行すること、を含む種々のタスクを実行することが出来る。このよ
うなサービスは、例えば、ネットワークへの接続、ペイ・パー・ビュー（pay-per-view）
サービスへの接続、金融トランザクション（transaction）、及びマルチメディアへの接
続を含むことが出来る。ここに、マルチメディアは、例えば、データ、オーディオ、ビデ
オ、及び画像から構成される少なくとも１つのグループを含むことが出来る。
【００４３】
　図２の動作は、本明細書中の教示に従って実行されることが出来る動作の単なる一実例
であるということが理解されるはずである。例えば、測距デバイスは、距離決定動作を実
行するために多様な技術を利用することが出来る。更に、種々の技術が１又は複数の距離
を検証するために利用されることが出来る。又、測距デバイスは、種々の形式のシグナリ
ングを利用することが出来る。例えば、信号が変調されようとしている場合には、種々異
なる型の変調方式が利用されることが可能である。更に、シグナリングは、種々異なる型
の情報を表すことが出来る。応答デバイスの動作に関しては、受信されたシグナリングに
演算を行うために種々の型の既知の関数が利用され、そのような関数は、既知のシーケン
ス又は種々の形式をとる他の情報を利用するように適応する。更に、測距デバイスは、応
答デバイスから適切な信号が受信されたことを検証するために種々の技術を利用すること
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が出来る。
【００４４】
　双方向メッセージ交換方式を利用する距離検証動作の例の更なる詳細は、図５と図６の
流れ図に関連して論じられる。図５は、例えば、デバイス１０２のような第１デバイスに
よって実行されることが出来る動作に係わる。図６は、例えば、デバイス１０４のような
第２デバイスによって実行されることが出来る動作に係わる。上記のように、図５と図６
の例は、説明の目的のために提供されること、及び、本明細書中の諸教示は、構成要素と
動作の異なる組合せを利用する他の型のシステムにおいても利用されることが出来ること
は理解されるはずである。
【００４５】
　ある複数の態様では、距離検証動作は、１又は複数の定義されたパラメータを使用する
ことが出来る。例えば、ターンアラウンド時間は、最大時間に関して定義されることが出
来て、該時間内で第２デバイス（例えば、応答デバイス）は、第１デバイス（例えば、測
距デバイス）から受信された信号に応答するはずである。そのようなタイミング方式の使
用によって、第１デバイスは、第１デバイスと第２デバイス間のメッセージ交換に基づく
距離決定動作に障害を生じさせようとする、第２デバイス又はいずれかの他のデバイスに
よる如何なる試みからも効果的に防御されることが出来る。例えば、第１デバイスは、測
距信号を第２デバイスへ送信し且つ第２デバイスに該第２デバイスのターンアラウンド時
間を示す応答信号を送信させることによって、第１デバイスと第２デバイスとの間の往復
時間又は片道時間を計算することが出来る。ここに、第２デバイスのターンアラウンド時
間は、該第２デバイスが測距信号を受信した時間から該第２デバイスが応答信号を送信す
る時間までの期間に関係する。
【００４６】
　第２デバイスが正しいターンアラウンド時間を報告すると仮定すれば、第１デバイスは
、総往復時間から該ターンアラウンド時間を減算することによって、第１デバイスと第２
デバイスとの間の実際の信号伝播時間を計算することが出来る。ここに、総往復時間は、
第１デバイスが測距信号を送信した時間から該第１デバイスが応答信号を受信した時間ま
でに経過した時間の長さである。しかしながら、第２デバイスが正しいターンアラウンド
時間を報告しない場合、このターンアラウンド時間に基づく如何なる距離に関する決定も
不正確であるといえる。
【００４７】
　下記に更に詳細に論じられるように、第２デバイスに対する規定ターンアラウンド時間
の使用によって、第２デバイスが偽りのターンアラウンド時間を報告する場合ですら、実
質的に精確な距離決定が行われることが出来る。例えば、該規定ターンアラウンド時間は
、所与の測定された距離範囲に対して受容可能な誤差範囲に収まるように規定されること
が出来る。その結果、第２デバイスによる誤魔化しのターンアラウンド期間を報告する如
何なる試みも決定される距離にはほとんど影響を持たないように出来る。更に、第１デバ
イスは、規定されたターンアラウンド時間を超える如何なる報告されたターンアラウンド
時間も拒絶（例えば、無視）することが出来る。一例として、１ナノ秒の時間は、大雑把
に言って１フィートの程度の信号伝播距離と同等である。結果として、もし規定ターンア
ラウンド時間が１ナノ秒と規定され得るならば、第２デバイスによるそのターンアラウン
ド時間を誤魔化そうとする如何なる試みもその決定された距離に最大１フィートの程度の
誤差をもたらす。ここで、１ナノ秒を超える如何なる報告されたターンアラウンド時間も
第１デバイスによって無視されることが出来る。更に安全を高めるために、仮定されるタ
ーンアラウンド時間は、ゼロ秒に規定されて認証されるデバイス（例えば、第２デバイス
）が所定の範囲内にあることを保証することが出来る。ここに、実際のターンアラウンド
時間は、非ゼロであるから、該第２デバイスは、所定範囲より現実には近くに存在する。
【００４８】
　更に、第２デバイスによって提供されるターンアラウンド時間が信用されない場合は、
第１デバイスは、測定された総往復時間と仮定されたターンアラウンド時間のみを使用し
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て第１デバイスと第２デバイスとの間の距離を決定することが出来る。換言すれば、第１
デバイスは、第２デバイスによって提供される如何なるターンアラウンド時間にも信頼を
置く必要はない。そのような実施は、仮定されたターンアラウンド時間の使用に関連する
如何なる誤差も（真のターンアラウンド時間とは対照的に）許容できる範囲内にある場合
に、採用されることが出来る。一例として、１０ナノ秒の時間は、大雑把に言って１０フ
ィートの程度の距離の信号伝播距離と同等である。それ故に、規定されたターンアラウン
ド期間が１０ナノ秒である場合、ターンアラウンド時間が５ナノ秒であると仮定すること
によって、距離測定に関連する誤差は、高々５フィートの程度である。
【００４９】
　ある複数の態様では、第１デバイスは、規定ターンアラウンド時間を使用して、ある他
の方法で（例えば、ある他の測距機構によって）提供されたデバイス間の決定された距離
を検証することが出来る。例えば、測定された総往復時間が、許容範囲の程度内であるか
どうか、所期の真の往復時間プラス規定ターンアラウンド時間（又はもし信用されるなら
報告されたターンアラウンド時間）以下であるかどうか、を判定することによって、第１
デバイスと第２デバイスとの間の距離の二次表示は、求められることが出来る。ここで、
所期の真の往復時間は、最初に決定された（例えば、何か他の測距機構によって決定され
た）デバイス間距離に対応する。上記で論じられたように、ある測定誤差は、第２デバイ
スによって提供されるターンアラウンド時間が信用されない場合、規定ターンアラウンド
時間の使用に関連付けられる。このようにして、最初に決定された距離は、もし距離の二
次表示が最初に決定された距離をある閾値量だけ超えることがない場合に、検証される。
【００５０】
　上記で論じられた規定時間に対して種々の値が割り当てられることが出来る。ある複数
の態様では、規定時間の値は、第１デバイスと第２デバイスとの間の所期の距離に関連付
けられる距離の範囲に関係することが出来る。例えば、もしデバイスが１０ｍの程度の範
囲を有するボディ領域（body area）ネットワークで動作する場合、総往復時間は、該範
囲に関連付けられる一般的な伝播時間の程度（例えば、３０ナノ秒の程度）であるといえ
る。同様に、もしデバイスが３０ｍの程度の範囲を有する個人領域（personal area）ネ
ットワークで動作する場合、総往復時間は、（例えば、１００ナノ秒の程度の）該範囲に
関係付けることが出来る。他の往復時間が他のネットワークに対して規定されることが出
来る及び／又は他の基準に基づくことが出来ることは、理解されるはずである。
【００５１】
　ターンアラウンド時間は、類似の方法で規定されることが出来る。例えば、もしデバイ
スが１０ｍの程度の範囲を有するボディ領域ネットワークで動作する場合、受容可能なタ
ーンアラウンド時間は、該範囲に関連付けられる一般的な伝播時間の程度（例えば、３０
ナノ秒未満）に関係するといえる。更に、ターンアラウンド時間は、該範囲内のある受容
可能な距離誤差にも関係するといえる。例えば、もし受容可能な距離誤差が１ｍ（例えば
、誤差１０％）である場合、ターンアラウンド時間は、２乃至３ナノ秒の程度であると規
定されることが出来る。同様に、もしデバイスが３０ｍの程度の範囲を有する個人領域ネ
ットワークで動作する場合、ターンアラウンド時間は、該範囲（例えば、１００ナノ秒未
満、又は、１０ナノ秒未満）に関係付けられることが出来る。他のターンアラウンド時間
が他のネットワークに対して規定されることが出来る及び／又は他の基準に基づくことが
出来ることは、理解されるはずである。
【００５２】
　ある複数の態様では、信号応答方式が規定されることが出来て、それにより該信号応答
方式は、第２デバイスによって使用されて第１デバイスから受信された情報に演算を行う
。例えば、該信号応答方式は、受信情報への既知関数の適用に関係することが出来る。信
号応答方式に関連して使用される情報（例えば、シーケンス）も又規定されることが出来
る。ある複数の態様では、そのような情報は、ランダムな方法で、擬似ランダムな方法で
、確定的な方法で生成されるように規定されることが出来る。ある複数の態様では、該情
報は、１又は複数の暗号鍵に基づいて規定されることが出来る。例えば、第１デバイス、
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第２デバイス、或いは双方にとって既知の（例えば、それ等によって保持される）１又は
複数の暗号鍵の関数であることが出来る。
【００５３】
　下記で更に詳細に論じられるように、既知の信号応答方式の使用によって、第１デバイ
スは、第２デバイスが第１デバイスから受信した情報を適切に処理したことを検証するこ
とが出来る。例えば、第２デバイスは、誤魔化しの応答信号をより早い時点で第１デバイ
スへ送信することによって、第１デバイスの距離決定動作に障害を生じさせようと試みた
とする。この場合、該誤魔化しの信号は、真正の応答信号より早く受信されるので、第１
デバイスは、欺かれる可能性があって、第２デバイスは、実際よりも第１デバイスの近く
にいると決定することになり得よう。
【００５４】
　しかしながら、既知の信号応答方式の使用は、第２デバイスが応答信号を誤魔化すこと
を更に困難にすることが出来る。例えば、第１デバイスから第２デバイスへ伝送される情
報（例えば、シーケンス）は、第２デバイスに知られないように出来る。しかしながら、
距離決定動作に障害を生じさせるためには、第２デバイスは、該第２デバイスが真正応答
信号を送信する時点よりも早い時点で、誤魔化しの応答信号を送らなければならない。結
果として、応答信号を誤魔化すために、第２デバイスは、第１デバイスによって送信され
る情報の内容を正しく推測する必要がある。従って、誤魔化すのは更に困難である情報を
送信するという対策が行われ得るし、そして、第２デバイスがこの情報を誤魔化そうと試
みているかどうかを判定するという対策が行われ得る。これ等の及びその他の処理は、図
５と図６の処理実例に関連して更に詳細に論じられる。
【００５５】
　図５のブロック５０２と図６のブロック６０２によって表わされるように、第１デバイ
スと第２デバイスは、上記で定義されたパラメータ又は他のパラメータをある適切な方法
で求めることが出来る。ある複数の実施において、これ等のパラメータは、（例えば、別
のデバイスによって）第１デバイス及び／又は第２デバイスに供給されることが出来る。
ある複数の実施において、これ等のパラメータは、第１デバイスと第２デバイスとのうち
の１つ又は複数によって生成されることが出来る。例えば、第１デバイスは、該パラメー
タを規定し（例えば、選択し）、そして、該パラメータを第２デバイスに供給することが
出来る。ある複数の実施において、これ等のパラメータは、第１デバイスと第２デバイス
に（例えば、第１デバイスと第２デバイスが製造される時或いは最初に使用に供される時
に）相対的に変化しない方法でプログラムされることが出来る。
【００５６】
　ここで図５の動作を参照すると、ブロック５０４において、第１デバイスと第２デバイ
スとの間の距離は、オプションで、上に論じられたような、適切な測距方式を使用して決
定されることが出来る。例えば、到達時間測定、双方向測距、双方向メッセージ交換技術
、及び受信電力測定を含む、種々の技術が距離を測定するために使用されることが出来る
。図１の例では、距離決定器１０８は、対応する回路構成（例えば、レーザ回路、光学装
置、信号強度測定回路、無線周波数（ＲＦ）回路構成、及び関連信号処理回路構成）を使
用し、１又は複数のこれ等の技術を用いて距離を測定する。ある複数の実施において、１
又は複数の距離決定コンポーネントは、無線通信デバイス（例えば、トランシーバ１４０
）内に実装されることが出来る。例えば、ＲＦ信号を使用して距離を決定する実施は、ト
ランシーバ１４０を利用して測距に関係する信号（例えば、超広帯域パルス）を受信及び
／又は送信することが出来る。
【００５７】
　ブロック５０６によって表わされるように、ある複数の態様では、ブロック５０４で決
定された距離が受容可能な範囲内にあるかどうかに関する判定が行われることが出来る。
例えば、距離決定処理の目的は、第２デバイスが第１デバイスに十分接近しているかどう
かに基づいてある処置が行われるかどうかを決定することであり得る。この場合、もし決
定された距離が受容可能な範囲内になければ、問題の該処置は、何れにせよ実行されるこ
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とは出来ないのであるから、該決定された距離を検証する（例えば、認証する）必要はあ
り得ない。この目的のために、図１の距離決定器１０８は、比較器１３８を含むことが出
来て、該比較器は、該決定された距離をデバイス１０２に保持される（例えば、データ・
メモリ中に記憶される）ことが出来る１又は複数の閾値と比較する。それによって距離決
定器１０８は、該決定された距離が、閾値距離より大であるか、閾値距離より小であるか
、閾値距離に等しいか、或いは、２以上の閾値距離によって規定される１又は複数の距離
範囲と共にあるかどうかに関する指示を与えることが出来る。該決定された距離が所望の
範囲値内にある（例えば、閾値より小である、等）場合、第１デバイスは、該決定された
距離を検証するための動作を開始することが出来る。
【００５８】
　ブロック５０８によって表わされるように、第１デバイスは、デバイス間の距離を検証
するために使用されるべき少なくとも１つの第１信号の第１セットを生成する。一般的に
は、該信号セットは、第２デバイスがこの信号セットを処理したことを検証するために使
用されることが出来る、ある形式の情報を表す。この目的のために、該信号セットは、単
一の信号、数個の信号、信号のグループ、信号のシーケンス、或いは何か他の信号の組合
せ、を具備することが出来る。
【００５９】
　ある複数の態様では、信号セットは、第２デバイスが該信号セットによって表わされる
情報を推測することを更に困難にする方式で規定されることが出来る。例えば、信号セッ
トは、第２セットには知られてない確定的方式で生成されることが出来る。それに代わり
、信号セットは、ランダム方式で、又は擬似ランダム方式で生成されることが出来る。こ
のようにして、ある複数の態様では、信号セットは、ランダム・シーケンス、擬似ランダ
ム・シーケンス、又は確定シーケンスに基づくことが出来る、或いは、それ等を具備する
ことが出来る。
【００６０】
　ある複数の態様では、信号セットは、ある方式で変調されることが出来る。例えば、第
１デバイスは、信号セットに関連付けられる、例えば、時間、周波数、位相、及び振幅を
含む、１又は複数の特性を変更することが出来る。上記で論じられたように、これ等の諸
特性は、ランダム方式で、擬似ランダム方式で、或いは、確定的方式で変更されることが
出来る。
【００６１】
　変調された信号セットを提供するために、種々の変調方式が使用されることが出来る。
例えば、ある複数の態様では、変調方式は、位相シフト・キーイング、オン／オフ・キー
イング、周波数シフト・キーイング、又は時間シフト・キーイングを使用することが出来
る。このようにして、所与の入力信号（例えば、超広帯域パルス列）は、例えば、ランダ
ム・シーケンス、擬似ランダム・シーケンス、又は確定シーケンス、或いはその他の情報
に基づき、これ等の方式のうちの１つを使用して変調されることが出来る。
【００６２】
　第１デバイスは、信号セットを生成することに関連付けられるこれ等の及びその他の動
作を実施するための種々の構成要素を含む。図１の例を参照して、デバイス１０２のシー
ケンス生成器１１２は、ランダム・シーケンス、擬似ランダム・シーケンス、又は確定シ
ーケンスを生成するように適応することが出来る。更に、信号生成器１１０は、初期に信
号セットを生成するように適応することが出来る。信号生成器１１０は、又、１又は複数
の信号を変調して信号セットを生成するように適応する変調器１４２を含むことが出来る
。
【００６３】
　再び図５を参照して、ブロック５１０によって表わされるように、第１デバイスは、少
なくとも１つの第１信号の第１セット（即ち、第１信号セット）を第２デバイスへ送信す
る。図１の例では、送信機１１４は、無線回線１０６を介して第１信号セットを送信する
。ある複数の態様では、第１デバイスは、少なくとも１つの第１信号の第１セットの送信
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と第２デバイスからの応答信号の受信との間で経過する時間の長さ（例えば、総信号往復
時間）を追跡する。図１の例では、タイマー・コンポーネント１３４は、第１信号の伝送
と同時にタイミング動作を開始するように適応する。
【００６４】
　ここで図６によって表わされる第２デバイスの実例の動作を参照すると、ブロック６０
４で第２デバイスは、少なくとも１つの第１信号の第１セット（即ち、第１信号セット）
を第１デバイスから受信する。図１の例では、第１信号セットは、受信機１２０を介して
受信される。上記で論じられたように、該受信信号は、変調されることが出来て、あるシ
ーケンス又はある他の型の情報に関係することが出来る。
【００６５】
　ある複数の態様では、第２デバイスは、第１信号セットの受信後の規定されたターンア
ラウンド期間内に、応答信号を送信することを要求されることがあり得る。例えば、第２
デバイスが規定されたターンアラウンド時間内に応答信号を送信しない場合、第１デバイ
スは、該応答信号に関連付けられる如何なる距離決定関連動作を終結させることが出来る
又はその結果を無視することが出来る。従って、第２デバイスは、規定されたターンアラ
ウンド期間が満たされることを保証することを企図する方法でその機能を実行するように
構成されることが出来る。例えば、第２デバイスの他の動作（例えば、送信）は、該応答
信号が送られるまで保留されることが出来る。この目的のために、ブロック６０６によっ
て表わされるように、第２デバイスは、ブロック６０４における信号セットの受信時間を
第１時間と定義することが出来る。例えば、第１信号セットからの特定された信号の受信
が第１時間（例えば、第１時点）と定義されることが出来る。次に第２デバイスは、この
第１時間を使用して応答信号が送信されることが必要な第２時間を決定する。例えば、第
２信号セットからの特定された信号の送信が第２時間（例えば、第２時点）と定義される
ことが出来る。図１の例では、タイマー・コンポーネント１２６がこれ等およびその他全
てのタイミング動作に係わる機能を提供する。
【００６６】
　 ブロック６０８によって表わされるように、第２デバイスは、少なくとも１つの第２
信号の第２セットの形式で応答信号を生成する。この第２信号セットは、単一信号、数個
の信号、信号グループ、信号シーケンス、又は何か他の組合せの信号を具備することが出
来る。図１の例では、第２信号セットは、信号生成器１２４によって生成される。
【００６７】
　ある複数の態様では、第２デバイスは、第１デバイスと第２デバイスにとって既知であ
る信号応答方式に従い、第１信号セットによって表わされるデータにある関数を適用する
ことによって、第２信号セットを生成する。例えば、図１における第２デバイス１０４は
、第１信号セットを処理して（例えば、復調して）第１デバイス１０２によって生成され
た情報（例えば、シーケンス）を抽出することが出来る。次に信号生成器１２４は、該抽
出された情報に演算を行って、信号応答方式に基づいた第２信号セットを生成することが
出来る。下記で更に詳細に論じられるように、第２信号セットを生成するための既知の関
数の使用は、第１デバイスに対して、第２信号セットの解析に際し、第２デバイスが第１
信号セットに演算を行ったことを検証する仕組みを提供する。
【００６８】
　信号応答方式と関連関数は、これ等の及びその他の同様な目的を遂行するために任意の
適切な形式をとることが出来る。例えば、ある複数の態様では、該関数は、信号（例えば
、パルス）が送信されるべきか否かを変更すること（例えば、判定すること）を含む。あ
る複数の態様では、該関数は、信号の位相を既知の方法で変更することを含む。図１の例
では、信号応答方式モジュール１４４は、第２信号セットを生成するために、第１信号セ
ットを処理する機能を提供する。
【００６９】
　ある複数の態様では、信号応答方式は、第１信号セットに加えて情報にも演算を行うこ
とを含む。このような情報は、例えば、ある規定されたシーケンス、位相調整のある既知
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のセット、或いは、第１デバイスと第２デバイスにとって既知である何か他の適切な情報
、を含むことが出来る。この情報（例えば、規定されたシーケンス１４６）は、データ・
メモリ中に記憶されることが出来る。
【００７０】
　ある複数の態様では、信号応答方式モジュール１４４は、第１信号セット（例えば、第
１信号セットによって表わされるデータ）及び第１デバイスと第２デバイスにとって既知
である情報に演算を行って、第２信号セットを生成するように適応する関数モジュール１
４８を具備することが出来る。ある複数の態様では、関数モジュール１４８によって提供
される関数は、ＸＯＲ演算（例えば、図４に関連して説明されたような）を具備すること
が出来る。しかしながら、関数モジュール１４８は、他の型の関数も実行することが出来
ることが理解されるはずである。
【００７１】
　ブロック６１０によって表わされるように、第２デバイスは、第２信号セットを第１デ
バイスへ送信する。例えば、信号生成器１２４は、該信号応答方式の結果に従って変調さ
れる信号セット（例えば、１又は複数の信号）を生成することが出来る。次に送信機１２
２は、通信回線１０６を介して該変調された信号セットを送信する。
【００７２】
　上記で論じられたように、第２デバイスは、第２信号セットを、第１時間の後の規定時
間内に（例えば、規定のターンアラウンド時間内に）ある第２時間において、送信するこ
とが出来る。一例として、もし規定時間が１０μ秒であれば、第２時間は、第１時間の後
の１０μ秒までの、但し超えてはならない、第１時間後の任意の時点であることが出来る
。このようにして、第２デバイスは、第２信号を第１時間の２ナノ秒後、第１時間の１０
ナノ秒後、第１時間の１μ秒後、等において送信することが出来る。
【００７３】
　再び図５を参照して、第１デバイスは、ブロック５１２において第２信号セットを受信
する。図１の例では、第２信号セットは、通信回線１０６を介して受信機１１６において
受信されることが出来る。
【００７４】
　ブロック５１４によって表わされるように、第１デバイス（例えば、図１の距離検証器
１２８）は、第１信号セットと第２信号セットの特性に基づいてデバイス間の距離を検証
する。ここで、距離を検証することは、種々の動作を伴うことが可能である。例えば、検
証することは、実際の距離を検証すること、距離が所与の可能な距離値範囲内にあること
を検証すること、距離が別の距離関連の指標と整合するかどうかを検証すること、或いは
、１又は複数の距離決定動作に関する他の態様を検証すること、に関係することが出来る
。ある複数の態様では、距離を検証することは、信号を処理して第１デバイスと第２デバ
イスとの間の距離に関係する指標を生成すること、及び、該指標を使用して決定された距
離を確証する（例えば、その精度を検証する）こと、に関係する。ある複数の態様では、
この動作は、受信された（例えば、距離決定に関係する動作に関連して受信された）信号
を処理することに関係し、その企図する所は、該受信された信号が、第１デバイスからの
距離を誤魔化そうとする第２デバイスによる試みの結果であるということではなく、第２
デバイスによって適切に処理されたことを検証することである。このような決定された距
離の検証動作の種々の態様がブロック５１６と５１８に関連して論じられる。
【００７５】
　ブロック５１６によって表わされるように、第２デバイスは、第２信号セットが第１信
号セットの送信後の規定の時間でもって受信されるかどうかを判定する。図１の例では、
距離検証器１２８がタイマー１３４と協力して、第１信号セットの送信と第２信号セット
の受信との間に経過した時間の長さ（例えば、測定された総往復時間）を決定することが
出来る。
【００７６】
　ある複数の態様では、ブロック５１６の規定された期間は、第１デバイスと第２デバイ
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スとの間の最大受容可能距離に関連する期間を具備することが出来る。ここで、もし測定
された総往復時間が該規定時間を超過する場合、第２デバイスは、第１デバイスからあま
りにも遠方に離れていると見做されることが出来る。対照的に、もし測定された総往復時
間が規定時間内にある場合、第１デバイスと第２デバイスは、互いに受容可能な範囲にあ
ると見做されることが出来る。
【００７７】
　それに替わって、ある複数の態様では、ブロック５１６における規定時間は、過去に決
定された距離に関連付けられることが出来る。例えば、該規定時間は、過去に決定された
距離の観点から総往復時間に対して期待された時間であることが出来る。この場合、もし
該測定された総往復時間が該規定時間を（例えば、何らかの許容範囲を含めて）超過する
と、第１デバイスは、該距離（例えば、過去に決定された距離）が検証されない、と判定
することが出来る。対照的に、該測定された総往復時間が該規定時間内（以下）である場
合、第１デバイスは、該距離が検証される、と判定することが出来る。
【００７８】
　上記の判定に基づいて、第１デバイスと第２デバイスとの間の受容可能な距離に基づい
て実行されるはずであった如何なる動作もある適切な方法で影響を受ける可能性がある。
例えば、ある動作が起動されることがある又は起動されないことがある、ある動作が終了
されることがある又は終了されないことがある、或いは、ある動作が何か別の方法に固定
されることがある。
【００７９】
　ブロック５１８によって表わされるように、第１デバイスは、第２信号セットが第１信
号セットに適用される規定の信号応答方式の期待された結果に対応するかどうか、及び、
オプションで規定のシーケンスに対応するかどうか、を判定することが出来る。この目的
のために、図１のデバイス１０２は、デバイス１０４の信号応答方式モジュール１４４と
類似した動作を実行することが出来る信号応答方式モジュール１３０を含むことが出来る
。ある複数の態様では、ブロック５１８の動作は、上記で論じられたブロック６０８にお
いて第２デバイスが第１信号セットに演算を行った、ことを検証することに関係する。こ
の目的のために、第１デバイス（例えば、関数モジュール１５０）は、第１信号セット及
び（例えば、データ・メモリ中に記憶された）規定のシーケンス１５２のような既知の情
報に対して既知の関数を適用することが出来る。次に信号応答方式モジュール１３０は、
この演算の結果を第２信号セットと比較することが出来る。この比較の結果に基づいて、
第２デバイスが適切な動作を実行したかどうか、或いは、第２デバイスが第１デバイスの
距離決定動作に障害を生じさせようとする企図で所期の結果を誤魔化した（例えば、推測
しようと試みた）かどうか、に関する判定が行われることが出来る。
【００８０】
　更に、信号セットが比較的雑音又は損失の多い通信媒体（例えば、回線１０６）を介し
て伝送されるような場合、該通信媒体によって引き起こされた受信信号中の潜在的誤りを
明らかにする方法で該受信された第２信号セットを解析するように、対策が行われること
が出来る。例えば、第２デバイスは、例え受信されるシーケンス中に誤りがあっても、（
例えば、第１デバイスからのシーケンスに基づいて）第１デバイスが該受信シーケンスを
適正に解析することを可能にするのに十分な長さを有するシーケンスを送信することが出
来る。
【００８１】
　ある複数の態様では、第１デバイスは、受信情報を解析して、第２デバイスが第１デバ
イスによって送られた情報に対し実際に演算を行ったのか、或いは、第１デバイスによっ
て送られた情報をランダムに推測したのかどうか、を判定することが出来る。例えば、こ
の処理は、該関数の所期の結果と第２デバイスから実際に受信された情報（例えば、第２
信号セットから抽出されたデータ）との間の統計的仮説検定を実行することを含むことが
出来る。次に第１デバイスは、第２デバイスが実際に情報を処理したのか或いは推定を行
ったのかに関する確率に関して信頼区間を生成することが出来る。
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【００８２】
　ある複数の態様では、第１デバイスは、（例えば、統計解析器１３２を介する）統計解
析を利用して受信情報が統計的に正しいかどうかを判定することが出来る。この処理は、
例えば、第２デバイスが第１デバイスによって送られた情報に対し実際に演算を行ったと
いう仮説と第２デバイスが第１デバイスによって送られた情報をランダムに推測したとい
う仮説との間で決定することを含むことが出来る。例えば、統計解析器１３２は、これ等
の仮説に関する二項式系列（binomial sequences）を生成して該仮説を１又は複数の閾値
と比較することが出来る。ある複数の実施においては、統計解析器１３２は、通信路（例
えば、無線通信回線）の誤り率に基づいて、ランダム・ベルヌーイ（０．５）・プロセス
と０．５より小の確率を持つランダム・プロセスとの間で統計的検定を利用する。これ等
の又はその他の技術の使用によって、統計解析器１３２は、正しく受信されたビット数が
ある閾値より大であるかどうかに関して判定を行うことが出来る。
【００８３】
　次に第１デバイスは、第２信号セットの検証結果に基づいて適切な処理を行う。例えば
、もし第２デバイスが推測したと判定されるならば、現在の距離決定動作は、終了させら
れて、新しい距離決定動作が開始させられることが出来る。更に、上記で論じられたよう
に、１又は複数の距離に基づいた（例えば、オペレーションズ・プロセッサ１３６に関連
付けられる）動作は、起動されることがある又は起動されないことがある、終了されるこ
とがある又は終了されないことがある、或いは、検証結果に依存する何か別の方法に固定
されることがある。
【００８４】
　上記を念頭において、インパルスに基づいたシステム（例えば、超広帯域システム）の
ようなシステムで利用されることが出来る実例の測距検証動作が簡単に論じられる。本質
的に、この動作は、第１ノードが第２ノードと共に従来型の測距手順を実行して２つのデ
バイス間の距離Ｄを決定することを含む。次に、第１ノードは、もし第２ノードが第１ノ
ードから高々距離Ｄ内にある場合にのみ行われ得る処理を第２ノードが実行することを要
求することによって第２ノードまでの距離を検証する。最初、所与の間隔（例えば、Ｘナ
ノ秒）で、所与の通信媒体にパルスを発信すべきかどうかをランダムに決定する。同時に
、第２ノードは、該通信媒体を走査して第１ノードからパルスを受信したかどうかを判定
する。第２ノードがパルスを受信した場合、第２ノードは、規定時間（例えば、Ｔナノ秒
）内に第１ノードにパルスを送信する。第２ノードがパルスを受信しなかった場合、第２
ノードは、第１ノードにパルスを送信しない。ある複数の実施においては、第２ノードは
、受信した複数のパルスを、擬似ランダム・シーケンスに従って或いは何か別の基準に基
づいて、スクランブルすることが出来る。例えば、シーケンスの現在値に依拠して、第２
ノードは、受信パルスに応答してパルスを送信することもしないことも出来る、或いは、
第２ノードは、パルスを受信しない場合パルスを送信することもしないことも出来る。
【００８５】
　第１ノードも又通信路を走査して第２ノードから何らかのパルスを受信したかどうかを
判断する。もし受信したなら、第１ノードは、該第１ノードがパルスを送信した時間と該
第１ノードが第２ノードからパルスを受信した時間との間の遅延を測定する。更に、第１
ノードは、送信したパルスと受信したパルスとの間の相関を測定する。次に、第１ノード
は、該測定された遅延を採用しそしてそれを光速度で除することによって、両ノード間の
距離の控えめな推定を生成することが出来る。次に第１デバイスは、第１ノードが送信し
たパターンを第２ノードが実際に処理したかどうか、或いは、第２ノードが該パターンを
ランダムに推測しようと試みたかどうか、を判定することを試みる際の信頼区間に該相関
を比較する。ある複数の態様では、１次での数の一致は、実質的に５０％よりも高いとい
える。相関検査が合格する場合、第１ノードは、第２ノードが該第１ノードから距離Ｄ内
にあることを検証できる。
【００８６】
　本明細書における諸教示は、種々の型のデバイスに組み込まれることが出来る（例えば
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、実装又は実行されることが出来る）。例えば、本明細書において教示される１又は複数
の態様は、電話（例えば、セルラ電話）、携帯情報端末（personal data assistant）（
ＰＤＡ）、娯楽デバイス（例えば、音楽デバイス又はビデオ・デバイス）、ヘッドセット
（例えば、ヘッドフォーン、イアピース（earpiece）、等）、マイクロフォン、医療デバ
イス（例えば、バイオセンサ（biometric sensor）、心拍モニタ、歩数計、ＥＫＧ機器、
等）、利用者入出力デバイス（例えば、ウォッチ（watch）、遠隔制御装置、スイッチ、
キーボード、マウス、等）、タイヤ圧モニタ、娯楽デバイス、販売時点管理（point-of-s
ale）デバイス、コンピュータ、販売時点管理デバイス、補聴器、セット・トップ・ボッ
クス（set-top box）、或いは、無線シグナリング能力を備える何か他の適したデバイス
、中に組み込まれることが出来る。更に、これ等の機器は、種々様々な電力及びデータへ
の要求を有することが出来る。ある複数の態様では、本明細書中の諸教示は、（例えば、
パルスに基づいたシグナリング方式および低デュティ・サイクル（duty cycle）モードに
よる）低電力アプリケーションにおける使用に対して適応することが出来る、及び、（広
帯域パルスの使用によって）比較的高データ速度を含む種々のデータ速度に対応すること
が出来る。
【００８７】
　本明細書に記載されるデバイス１０２と１０４又は他の適したデバイスは、種々の無線
通信回線および無線ネットワーク・トポロジーに対応する若しくはそれ等を別な方法で使
用することが出来る。例えば、ある複数の態様において、デバイス１０２と１０４は、ボ
ディ領域ネットワーク或いは個人領域ネットワークを具備する又はそれ等の一部を形成す
ることが出来る。更に、ある複数の態様において、デバイス１０２と１０４は、ローカル
・エリア・ネットワーク或いは広域ネットワークを具備する又はそれ等の一部を形成する
ことが出来る。デバイス１０２と１０４は、例えば、ＣＤＭＡ、ＷｉＭＡＸ、Ｗｉ－Ｆｉ
、及び他の無線技術、を含む種々の無線通信プロトコル又は規格のうちの１又は複数に対
応する若しくはそれ等を別な方法で使用することが出来る。従って、デバイス１０２と１
０４は、種々の通信技術を使用して１又は複数の通信回線を確立するために適切な構成要
素（例えば、無線インターフェース）を含むことが出来る。
【００８８】
　デバイス１０２とデバイス１０４の何れも無線通信回線を介して送受信される信号に基
づく機能を実行する種々の構成要素を含むことが出来る。例えば、ヘッドセットは、受信
機を介して受信される信号に基づいて可聴出力を供給するように適応する変換機を含むこ
とが出来る。ウォッチは、受信機を介して受信される信号に基づいて映像出力を供給する
ように適応するディスプレイを含むことが出来る。医療デバイスは、送信機を介して送信
されるべき検知されたデータを生成するように適応するセンサを含むことが出来る。
【００８９】
　ある複数の態様では、デバイス１０２とデバイス１０４或いはその他適切なデバイスは
、超広帯域ネットワークを形成又はそれを介して通信することが出来る。例えば、通信は
、比較的短い（例えば、ある複数の実施においては数ナノ秒の程度の）長さと比較的広い
帯域幅を有する超広帯域パルスの使用を介して達成されることが出来る。超広帯域シグナ
リングは、比較的狭幅パルスを使用する実施における測距動作にとって特に良く適してい
るといえる。ある複数の実施形態では、それぞれの超広帯域パルスは、約２０％程度の又
はそれより大の部分帯域幅及び／又は約５００ＭＨｚ程度の又はそれより大の帯域幅を有
することが出来る。超広帯域ネットワークは、例えば、ボディ領域ネットワーク又は個人
領域ネットワークを含む、種々の形式をとることが出来る。
【００９０】
　本明細書に記載される諸構成要素は、多様な方法で実装されることが出来る。図７を参
照すると、装置７０２と装置７０４を組み込んでいるシステム７００では、それぞれの装
置は、例えば、プロセッサ、ソフトウェア、何かそれ等の組合せによって実施される機能
、或いは、本明細書で教示される何か他の方法で実施される諸機能を表すことが出来る一
連の相互に関係する機能ブロックとして表される。図７で示されるように、装置７０２は
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、種々の図に関して上記で説明された１又は複数の機能を実行することが出来る１又は複
数のモジュール７０６、７０８、７１０、７１２、７１４、７１６、及び７１８を含むこ
とが出来る。更に、装置７０４は、種々の図に関して上記で説明された１又は複数の機能
を実行することが出来る１又は複数のモジュール７２０、７２２、７２４、及び７２６を
含むことが出来る。例えば、比較するためのプロセッサ７０６は、本明細書で教示される
ような比較に関する機能を提供することが出来て、例えば、上記で論じられた構成要素１
３８に対応することが出来る。距離を決定するためのプロセッサ７０８は、本明細書で教
示されるような距離決定に関する機能を提供することが出来て、例えば、上記で論じられ
た構成要素１０８に対応することが出来る。変更するためのプロセッサ７１０は、本明細
書で教示されるような信号生成と処理関連の機能を提供することが出来て、例えば、上記
で論じられた構成要素１１０に対応することが出来る。規定されたシーケンスを生成する
ためのプロセッサ７１２は、本明細書で教示されるようなシーケンス生成に関する機能を
提供することが出来て、例えば、上記で論じられた構成要素１１２に対応することが出来
る。送信するためのプロセッサ７１４は、本明細書で教示されるような別のデバイスに情
報を送信することに関する種々の機能を提供することが出来て、例えば、上記で論じられ
た構成要素１１４に対応することが出来る。受信するためのプロセッサ７１６は、本明細
書で教示されるような別のデバイスから情報を受信することに関する種々の機能を提供す
ることが出来て、例えば、上記で論じられた構成要素１１６に対応することが出来る。判
定するためのプロセッサ７１８は、本明細書で教示されるような距離及び／又は信号の検
証関連の機能を提供することが出来て、例えば、上記で論じられた構成要素１２８に対応
することが出来る。受信するためのプロセッサ７２０は、本明細書で教示されるような別
のデバイスから情報を受信することに関する種々の機能を提供することが出来て、例えば
、上記で論じられた構成要素１２０に対応することが出来る。送信するためのプロセッサ
７２２は、本明細書で教示されるような別のデバイスに情報を送信することに関する種々
の機能を提供することが出来て、例えば、上記で論じられた構成要素１２２に対応するこ
とが出来る。信号を生成するためのプロセッサ７２４は、本明細書で教示されるような信
号生成関連の機能を提供することが出来て、例えば、上記で論じられた構成要素１２４に
対応することが出来る。規定されたシーケンスを生成するためのプロセッサ７２６は、本
明細書で教示されるようなシーケンス生成に関する機能を提供することが出来て、例えば
、上記で論じられた構成要素１２４に対応することが出来る。
【００９１】
　上記のように、図７は、ある複数の態様では、これ等の構成要素は、適切なプロセッサ
・コンポーネントを介して実装されることが出来ることを図説している。ある複数の態様
では、これ等のプロセッサ・コンポーネントは、少なくとも一部は、本明細書で教示され
る構成を使用して実装されることが出来る。ある複数の態様では、プロセッサは、１又は
複数のこれ等のコンポーネントの機能の一部又は全てに適応することが出来る。ある複数
の態様では、点線の箱によって表わされる１又は複数の構成要素は、オプションである。
【００９２】
　ある複数の態様では、デバイス７０２又はデバイス７０４は、集積回路を具備すること
が出来る。このようにして、該集積回路は、図７に図示されるプロセッサ・コンポーネン
トの機能を提供する、１又は複数のプロセッサを具備することが出来る。例えば、ある複
数の態様では、単一のプロセッサが図示されたプロセッサ・コンポーネントの機能を実行
することが出来て、他方、他の態様では、複数のプロセッサが図示されたプロセッサ・コ
ンポーネントの機能を実行することが出来る。更に、ある複数の態様では、該集積回路は
、図示されたプロセッサ・コンポーネントの機能のある部分又は全てを実行する他の型の
構成要素を具備することが出来る。
【００９３】
　更に、図７によって示される構成要素と機能、並びに、本明細書に記載される他の構成
要素と機能は、任意の適切な手段を使用して実行されることが出来る。そのような手段は
、少なくとも部分的には、本明細書に教示される対応する構成を使用して実装されること
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が出来る。例えば、ある複数の態様では、比較するための手段は、比較器を具備すること
が出来、距離を決定するための手段は、距離決定器を具備することが出来、変更するため
の手段は、信号生成器を具備することが出来、規定されたシーケンスを生成するための手
段は、シーケンス生成器を具備することが出来、送信するための手段は、送信機を具備す
ることが出来、受信するための手段は、受信機を具備することが出来、判定するための手
段は、距離検証器を具備することが出来、信号を生成するための手段は、信号生成器を具
備することが出来、及び規定されたシーケンスを生成するための手段は、信号生成器を具
備することが出来る。１又は複数のこのような手段は、又図７の１又は複数のプロセッサ
・コンポーネントに従って実装されることも出来る。
【００９４】
　当業者等は、情報及びシンボルは、種々の異なる基礎技術および応用技術の何れかを使
用して表わされることが出来ることを理解するはずである。例えば、上記の説明全体に亘
って参照されることが出来る、データ、指示、命令、情報、信号、ビット、シンボル、及
び、チップは、電圧、電流、電磁波、磁場又は磁性粒子、光学的場又は光学粒子，或はこ
れ等の任意の組合せ、により表わされることが出来る。
【００９５】
　当業者等は、更に、本明細書中で開示された諸態様と関連して説明された種々の説明的
な論理ブロック、モジュール、プロセッサ、手段、回路、およびアルゴリズム・ステップ
は、エレクトロニック・ハードウェア（例えば、ソース・コーディング（source coding
）又は何か他の技術を使用して設計されることが出来る、デジタル実装、アナログ実装、
又は両者の組合せ）、諸命令を統合する種々の形式のプログラム又は設計コード（これ等
は本明細書中では便宜上“ソフトウェア”又は“ソフトウェア・モジュール”と呼ばれる
）或は両者の組合せとして実装されることが可能であること、を認識する。ハードウェア
とソフトウェアのこの互換性を明確に説明するために、種々の説明的な構成要素、ブロッ
ク、モジュール、回路、及びステップが上述において一般にそれ等の機能を表す言葉で説
明された。このような機能がハードウェアとして実装されるか或はソフトウェアとして実
装されるかは、システム全体に課せられる固有の応用上及び設計上の制約に依存する。当
業者等は、説明された機能を各固有の応用に対して種々の方法で実装することが出来る、
しかし、そのような実装的な解決は、本開示の範囲からの逸脱をもたらすので、説明され
るべきではない。
【００９６】
　 本明細書中で開示された諸態様と関連して説明された種々の説明的な論理ブロック、
モジュール、及び回路は、集積回路（“ＩＣ”）、接続端末、或いは接続点の内部に実装
される又はそれ等によって実行されることが出来る。該集積回路は、汎用プロセッサ、デ
ジタル信号プロセッサ（digital signal processor）（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路
（application specific integrated circuit）（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマ
ブル・ゲート・アレイ（field programmable gate array）（ＦＰＧＡ）或は他のプログ
ラム可能な論理デバイス、デスクリート・ゲート（discrete gate）或はトランジスタ・
ロジック（transistor logic）、デスクリート・ハードウェア・コンポーネント（discre
te hardware components）、電気コンポーネント、光学コンポーネント、機械コンポーネ
ント、或は本明細書に記載された機能を実行するために設計されたそれ等の任意の組合せ
、を具備することが出来て、該ＩＣの内部、該ＩＣの外部又は両者に常駐するコード又は
命令を実行することが出来る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであって良い、し
かし、その代わりに、該プロセッサは、任意の通常のプロセッサ、制御器、マイクロ制御
器、或はステート・マシン（state machine）であって良い。プロセッサは、計算するデ
バイスの組合せ、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセ
ッサ、ＤＳＰコアと結合された１又は複数のマイクロプロセッサ、或は任意の他のこのよ
うな構成、として実装されることも可能である。
【００９７】
　任意の開示されたプロセスにおけるステップの任意の具体的な順番又は階層は、実例の
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手法の一例であることが理解される。設計上の選択に基づいて、該プロセスにおけるステ
ップの該具体的な順序又は階層は、本開示の範囲内にとどまったまま、組み換え直される
ことが可能であることが理解される。添付の方法クレームは、種々のステップの諸要素を
実例の順序で提示するが、これ等は、提示された具体的な順序又は階層に限定されること
を意味しない。
【００９８】
　本明細書中で開示された諸実施形態に関連して説明された方法或いはアルゴリズムの諸
ステップは、直接ハードウェアにおいて、プロセッサにより遂行されるソフトウェア・モ
ジュールにおいて、或は両者の組合せにおいて、具体化されることが可能である。（例え
ば、実行可能な命令と関連データを含む）ソフトウェア・モジュール及びその他のデータ
は、ＲＡＭメモリ、フラッシュ・メモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯ
Ｍ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、或は
他の任意の公知のコンピュータ可読記憶媒体形式、のようなデータ・メモリ中に常駐する
ことが出来る。実例の記憶媒体は、機械、例えばコンピュータ／プロセッサ（これは本明
細書では便宜上“プロセッサ”と呼ばれる）、に接続されて、該プロセッサは、該記憶媒
体から情報（例えば、コード）を読み、該記憶媒体に情報を書くことが出来る。実例の記
憶媒体は、プロセッサと一体になることも出来る。プロセッサと記憶媒体は、ＡＳＩＣの
中に常駐することが可能である。該ＡＳＩＣは、利用者デバイスの中に常駐することが出
来る。それに代わって、プロセッサと記憶媒体は、利用者デバイス中で個別的構成要素と
して常駐することが可能である。更に、ある複数の態様では、任意の適切なコンピュータ
・プログラム製品が本開示の１又は複数の態様に関するコードを具備するコンピュータ可
読媒体を具備することが出来る。ある複数の態様では、コンピュータ・プログラム製品は
、梱包材量を具備することが出来る。
【００９９】
　開示された諸態様の前記説明は、当業者の誰もが本開示を作る或は利用することを可能
にするために提供されている。これ等の諸態様への種々の変更は、当業者等には容易に明
白であり、そして、本明細書中で定義される包括的な諸原理は、本開示の範囲を逸脱する
ことなく、他の態様に適用されることが出来る。かくして、本開示は、本明細書中に示さ
れる諸態様に限定されるようには意図されておらず、本明細書で開示された原理および新
規性と首尾一貫する最も広い範囲を認容されるはずである。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明の検証される測距を提供するように適応する通信システムの複数の実例の
態様を示す単純化されたブロック図。
【図２】本発明の検証される測距を提供するために実行されることが出来る操作の複数の
実例の態様を示す流れ図。
【図３】本発明の信号の伝送と処理の実例の態様を示す単純化された概略図。
【図４】本発明の信号に演算を行う関数の実例の態様を示す単純化された概略図。
【図５】本発明の検証される測距に関連して実行されることが出来る操作の複数の実例の
態様を示す流れ図。
【図６】本発明の検証される測距に関連して実行されることが出来る操作の複数の実例の
態様を示す流れ図。
【図７】本発明の検証される測距を提供するように適応する通信システムの複数の実例の
態様を示す単純化されたブロック図。
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