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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロケーションサーバの１つまたは複数のコンピューティングデバイスによって使用され
る方法であって、
　モバイルデバイスから第１のメッセージを取得することであって、前記ロケーションサ
ーバが前記モバイルデバイスのために許可ロケーションサーバのプロキシロケーションサ
ーバを備え、前記第１のメッセージがロケーションサーバの第１のセットを示す、取得す
ることと、
　ロケーションサーバの前記第１のセットに少なくとも一部基づいて、ロケーションサー
バの第２のセットを決定することと、
　第２のメッセージを前記モバイルデバイスに送信することであって、前記第２のメッセ
ージが、前記モバイルデバイスによる位置特定サービス関連のアクセスに対して許可され
ているものとしてロケーションサーバの前記第２のセットを示す、送信することとを備え
る、方法。
【請求項２】
　前記モバイルデバイスがＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）を備える、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記プロキシロケーションサーバが、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（
Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の
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少なくとも１つを備え、ロケーションサーバの前記第１のセットおよび／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセットの中の少なくとも１つのロケーションサーバが、Ｄ－ＳＬ
Ｐおよび／またはＥ－ＳＬＰの１つまたは複数を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージまたはＳＵＰＬ　ＲＥＰＯ
ＲＴメッセージを備え、かつ／または、前記第２のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッ
セージまたはＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージを備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　前記モバイルデバイスが、前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケーションサ
ーバを使用するために、前記許可ロケーションサーバから以前に許可を取得した、請求項
１に記載の方法。
【請求項６】
　前記許可ロケーションサーバが、ホームＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｈ－ＳＬ
Ｐ）、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊
急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の少なくとも１つを備える、請求項
１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ）パラメータの少なくとも１つを示す、請求項１に記載
の方法。
【請求項８】
　前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバイスによる使用が可能なアクセス
ネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ
）パラメータの少なくとも１つに、少なくとも一部基づいて、ロケーションサーバの前記
第２のセットを決定することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記モバイルデバイスの推定場所を取得することをさらに備える、請求項１に記載の方
法。
【請求項１０】
　ロケーションサーバの前記第１のセットが、前記位置特定サービス関連のアクセスのた
めに前記プロキシロケーションサーバによって以前許可された１つもしくは複数のロケー
ションサーバ、前記モバイルデバイスによって好まれる１つもしくは複数のロケーション
サーバ、および／または前記モバイルデバイスによって好まれない１つもしくは複数のロ
ケーションサーバの、１つまたは複数を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記モバイルデバイスから後続のメッセージを取得することをさらに備え、前記後続の
メッセージが、前記モバイルデバイスによる少なくとも１つの前記位置特定サービス関連
のアクセスの発生を示す、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスがロケーションサーバの前記第２のセ
ット中の許可されたロケーションサーバに、初めて、かつ／または、ロケーションサーバ
の前記第２のセット中の別のロケーションサーバにアクセスした後初めて、アクセスした
ことに応答して、前記モバイルデバイスによって送信される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第２のメッセージがさらに、位置特定サービスのための前記プロキシロケーション
サーバと関連付けられるアクセス優先度、ロケーションサーバの前記第２のセット中の１
つもしくは複数のロケーションサーバに対応する優先度の順番、および／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセット中の少なくとも１つのロケーションサーバのためのパラメ
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ータの少なくとも１つを備える追加の情報を示す、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記パラメータが、サービス期間、サービスエリア、および／または前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワークのリストの少なくとも１つを備える、請求
項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記モバイルデバイスによって、
　前記モバイルデバイスによってロケーションサーバの前記第２のセット中の特定のロケ
ーションサーバにアクセスすることをさらに備え、前記特定のロケーションサーバが、前
記追加の情報に少なくとも一部基づいて前記モバイルデバイスによって決定される、請求
項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第２のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスが前記第１のメッセージを前記
プロキシロケーションサーバに再送信する前に経過すべき、最小再試行期間を示す、請求
項１に記載の方法。
【請求項１７】
　ロケーションサーバの前記第１のセットが空集合を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　モバイルデバイスによって使用される方法であって、
　許可ロケーションサーバから許可を取得して、前記許可ロケーションサーバのプロキシ
ロケーションサーバとしてロケーションサーバを使用することと、
　ロケーションサーバの第１のセットを示す第１のメッセージを前記プロキシロケーショ
ンサーバに送信することと、
　第２のメッセージを前記プロキシロケーションサーバから取得することであって、前記
第２のメッセージが、前記モバイルデバイスによる位置特定サービス関連のアクセスに対
して許可されているものとしてロケーションサーバの第２のセットを示す、取得すること
と、
　１つまたは複数の位置特定サービスのために、ロケーションサーバの前記第２のセット
から１つまたは複数のロケーションサーバにアクセスすることとを備える、方法。
【請求項１９】
　許可を取得して、前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケーションサーバを使
用することがさらに、
　前記プロキシロケーションサーバとしての前記ロケーションサーバの使用を許可するメ
ッセージを、前記許可ロケーションサーバから受信することを備える、請求項１８に記載
の方法。
【請求項２０】
　前記許可ロケーションサーバが、ホームＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｈ－ＳＬ
Ｐ）、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊
急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の少なくとも１つを備える、請求項
１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記モバイルデバイスがＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）を備える、請求項１８に記載の方
法。
【請求項２２】
　前記プロキシロケーションサーバが、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（
Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の
少なくとも１つを備え、ロケーションサーバの前記第１のセットおよび／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセットの中の少なくとも１つのロケーションサーバが、Ｄ－ＳＬ
Ｐおよび／またはＥ－ＳＬＰの１つまたは複数を備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２３】
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　前記第１のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージまたはＳＵＰＬ　ＲＥＰＯ
ＲＴメッセージを備え、かつ／または、前記第２のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッ
セージまたはＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージを備える、請求項１８
に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第１のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ）パラメータの少なくとも１つを示す、請求項１８に記
載の方法。
【請求項２５】
　ロケーションサーバの前記第１のセットが、前記位置特定サービス関連のアクセスのた
めに前記プロキシロケーションサーバによって以前許可された１つもしくは複数のロケー
ションサーバ、前記モバイルデバイスによって好まれる１つもしくは複数のロケーション
サーバ、および／または前記モバイルデバイスによって好まれない１つもしくは複数のロ
ケーションサーバの、１つまたは複数を備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２６】
　前記プロキシロケーションサーバに後続のメッセージを送信することをさらに備え、前
記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスによる少なくとも１つの前記位置特定サー
ビス関連のアクセスの発生を示す、請求項１８に記載の方法。
【請求項２７】
　前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスがロケーションサーバの前記第２のセ
ット中の許可されたロケーションサーバに、初めて、かつ／または、ロケーションサーバ
の前記第２のセット中の別のロケーションサーバにアクセスした後初めて、アクセスした
ことに応答して送信される、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記第２のメッセージがさらに、位置特定サービスのための前記プロキシロケーション
サーバと関連付けられるアクセス優先度、ロケーションサーバの前記第２のセット中の１
つもしくは複数のロケーションサーバに対応する優先度の順番、および／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセット中の少なくとも１つのロケーションサーバのためのパラメ
ータの少なくとも１つを備える追加の情報を示す、請求項１８に記載の方法。
【請求項２９】
　前記パラメータが、サービス期間、サービスエリア、および／または前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワークのリストの少なくとも１つを備える、請求
項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記第２のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスが前記第１のメッセージを前記
プロキシロケーションサーバに再送信する前に経過すべき、最小再試行期間を示す、請求
項１８に記載の方法。
【請求項３１】
　ロケーションサーバの前記第１のセットが空集合を備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項３２】
　ロケーションサーバにおいて使用するための装置であって、
　モバイルデバイスから第１のメッセージを取得するための手段であって、前記ロケーシ
ョンサーバが前記モバイルデバイスのために許可ロケーションサーバのプロキシロケーシ
ョンサーバを備え、前記第１のメッセージがロケーションサーバの第１のセットを示す、
手段と、
　ロケーションサーバの前記第１のセットに少なくとも一部基づいて、ロケーションサー
バの第２のセットを決定するための手段と、
　第２のメッセージを前記モバイルデバイスに送信するための手段であって、前記第２の
メッセージが、前記モバイルデバイスによる位置特定サービス関連のアクセスに対して許
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可されているものとしてロケーションサーバの前記第２のセットを示す、手段とを備える
、装置。
【請求項３３】
　前記モバイルデバイスがＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）を備える、請求項３２に記載の装
置。
【請求項３４】
　前記プロキシロケーションサーバが、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（
Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の
少なくとも１つを備え、ロケーションサーバの前記第１のセットおよび／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセットの中の少なくとも１つのロケーションサーバが、Ｄ－ＳＬ
Ｐおよび／またはＥ－ＳＬＰの１つまたは複数を備える、請求項３２に記載の装置。
【請求項３５】
　前記第１のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージまたはＳＵＰＬ　ＲＥＰＯ
ＲＴメッセージを備え、かつ／または、前記第２のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッ
セージまたはＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージを備える、請求項３２
に記載の装置。
【請求項３６】
　前記モバイルデバイスが、前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケーションサ
ーバを使用するために、前記許可ロケーションサーバから以前に許可を取得した、請求項
３２に記載の装置。
【請求項３７】
　前記許可ロケーションサーバが、ホームＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｈ－ＳＬ
Ｐ）、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊
急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の少なくとも１つを備える、請求項
３２に記載の装置。
【請求項３８】
　前記第１のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ）パラメータの少なくとも１つを示す、請求項３２に記
載の装置。
【請求項３９】
　前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバイスによる使用が可能なアクセス
ネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ
）パラメータの少なくとも１つに、少なくとも一部基づいて、ロケーションサーバの前記
第２のセットを決定するための手段をさらに備える、請求項３２に記載の装置。
【請求項４０】
　前記モバイルデバイスの推定場所を取得するための手段をさらに備える、請求項３２に
記載の装置。
【請求項４１】
　ロケーションサーバの前記第１のセットが、前記位置特定サービス関連のアクセスのた
めに前記プロキシロケーションサーバによって以前許可された１つもしくは複数のロケー
ションサーバ、前記モバイルデバイスによって好まれる１つもしくは複数のロケーション
サーバ、および／または前記モバイルデバイスによって好まれない１つもしくは複数のロ
ケーションサーバの、１つまたは複数を備える、請求項３２に記載の装置。
【請求項４２】
　前記モバイルデバイスから後続のメッセージを取得するための手段をさらに備え、前記
後続のメッセージが、前記モバイルデバイスによる少なくとも１つの前記位置特定サービ
ス関連のアクセスの発生を示す、請求項３２に記載の装置。
【請求項４３】
　前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスがロケーションサーバの前記第２のセ
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ット中の許可されたロケーションサーバに、初めて、かつ／または、ロケーションサーバ
の前記第２のセット中の別のロケーションサーバにアクセスした後初めて、アクセスした
ことに応答して、前記モバイルデバイスによって送信される、請求項４２に記載の装置。
【請求項４４】
　前記第２のメッセージがさらに、位置特定サービスのための前記プロキシロケーション
サーバと関連付けられるアクセス優先度、および／またはロケーションサーバの前記第２
のセット中の１つもしくは複数のロケーションサーバに対応する優先度の順番、および／
またはロケーションサーバの前記第２のセット中の少なくとも１つのロケーションサーバ
のためのパラメータの少なくとも１つを備える追加の情報を示す、請求項３２に記載の装
置。
【請求項４５】
　前記パラメータが、サービス期間、サービスエリア、および／または前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワークのリストの少なくとも１つを備える、請求
項４４に記載の装置。
【請求項４６】
　前記モバイルデバイスによってロケーションサーバの前記第２のセット中の特定のロケ
ーションサーバにアクセスするための手段をさらに備え、前記特定のロケーションサーバ
が、前記追加の情報に少なくとも一部基づいて前記モバイルデバイスによって決定される
、請求項４５に記載の装置。
【請求項４７】
　前記第２のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスが前記第１のメッセージを前記
プロキシロケーションサーバに再送信する前に経過すべき、最小再試行期間を示す、請求
項３２に記載の装置。
【請求項４８】
　モバイルデバイスにおいて使用するための装置であって、
　許可ロケーションサーバから許可を取得して、前記許可ロケーションサーバに対するプ
ロキシロケーションサーバとしてロケーションサーバを使用するための手段と、
　ロケーションサーバの第１のセットを示す第１のメッセージを前記プロキシロケーショ
ンサーバに送信するための手段と、
　第２のメッセージを前記プロキシロケーションサーバから取得するための手段であって
、前記第２のメッセージが、前記モバイルデバイスによる位置特定サービス関連のアクセ
スに対して許可されているものとしてロケーションサーバの第２のセットを示す、手段と
、
　１つまたは複数の位置特定サービスのために、ロケーションサーバの前記第２のセット
から１つまたは複数のロケーションサーバにアクセスするための手段とを備える、装置。
【請求項４９】
　許可を取得して、前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケーションサーバを使
用することがさらに、
　前記プロキシロケーションサーバとしての前記ロケーションサーバの使用を許可するメ
ッセージを、前記許可ロケーションサーバから受信することを備える、請求項４８に記載
の装置。
【請求項５０】
　前記許可ロケーションサーバが、ホームＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｈ－ＳＬ
Ｐ）、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊
急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の少なくとも１つを備える、請求項
４８に記載の装置。
【請求項５１】
　前記モバイルデバイスがＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）を備える、請求項４８に記載の装
置。
【請求項５２】
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　前記プロキシロケーションサーバが、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（
Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の
少なくとも１つを備え、ロケーションサーバの前記第１のセットおよび／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセットの中の少なくとも１つのロケーションサーバが、Ｄ－ＳＬ
Ｐおよび／またはＥ－ＳＬＰの１つまたは複数を備える、請求項４８に記載の装置。
【請求項５３】
　前記第１のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージまたはＳＵＰＬ　ＲＥＰＯ
ＲＴメッセージを備え、かつ／または、前記第２のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッ
セージまたはＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージを備える、請求項４８
に記載の装置。
【請求項５４】
　前記第１のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ）パラメータの少なくとも１つを示す、請求項４８に記
載の装置。
【請求項５５】
　ロケーションサーバの前記第１のセットが、前記位置特定サービス関連のアクセスのた
めに前記プロキシロケーションサーバによって以前許可された１つもしくは複数のロケー
ションサーバ、前記モバイルデバイスによって好まれる１つもしくは複数のロケーション
サーバ、および／または前記モバイルデバイスによって好まれない１つもしくは複数のロ
ケーションサーバの、１つまたは複数を備える、請求項４８に記載の装置。
【請求項５６】
　前記プロキシロケーションサーバに後続のメッセージを送信するための手段をさらに備
え、前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスによる少なくとも１つの前記位置特
定サービス関連のアクセスの発生を示す、請求項４８に記載の装置。
【請求項５７】
　前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスがロケーションサーバの前記第２のセ
ット中の許可されたロケーションサーバに、初めて、かつ／または、ロケーションサーバ
の前記第２のセット中の別のロケーションサーバにアクセスした後初めて、アクセスした
ことに応答して送信される、請求項５６に記載の装置。
【請求項５８】
　前記第２のメッセージがさらに、位置特定サービスのための前記プロキシロケーション
サーバと関連付けられるアクセス優先度、ロケーションサーバの前記第２のセット中の１
つもしくは複数のロケーションサーバに対応する優先度の順番、および／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセット中の少なくとも１つのロケーションサーバのためのパラメ
ータの少なくとも１つを備える追加の情報を示す、請求項４８に記載の装置。
【請求項５９】
　前記パラメータが、サービス期間、サービスエリア、および／または前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワークのリストの少なくとも１つを備える、請求
項５８に記載の装置。
【請求項６０】
　前記第２のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスが前記第１のメッセージを前記
プロキシロケーションサーバに再送信する前に経過すべき、最小再試行期間を示す、請求
項４８に記載の装置。
【請求項６１】
　ネットワークインターフェースと、
　１つまたは複数の処理ユニットとを備え、前記１つまたは複数の処理ユニットが、
　　前記ネットワークインターフェースを介して、モバイルデバイスから第１のメッセー
ジを取得することであって、ロケーションサーバが前記モバイルデバイスのために許可ロ
ケーションサーバのプロキシロケーションサーバを備え、前記第１のメッセージがロケー
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ションサーバの第１のセットを示す、取得することと、
　　ロケーションサーバの前記第１のセットに少なくとも一部基づいて、ロケーションサ
ーバの第２のセットを決定することと、
　　前記ネットワークインターフェースを介した第２のメッセージの前記モバイルデバイ
スへの送信を開始することであって、前記第２のメッセージが、前記モバイルデバイスに
よる位置特定サービス関連のアクセスに対して許可されているものとしてロケーションサ
ーバの前記第２のセットを示す、開始することとを行うためのものである、ロケーション
サーバ。
【請求項６２】
　前記モバイルデバイスがＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）を備える、請求項６１に記載のロ
ケーションサーバ。
【請求項６３】
　前記プロキシロケーションサーバが、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（
Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の
少なくとも１つを備え、ロケーションサーバの前記第１のセットおよび／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセットの中の少なくとも１つのロケーションサーバが、Ｄ－ＳＬ
Ｐおよび／またはＥ－ＳＬＰの１つまたは複数を備える、請求項６１に記載のロケーショ
ンサーバ。
【請求項６４】
　前記第１のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージまたはＳＵＰＬ　ＲＥＰＯ
ＲＴメッセージを備え、かつ／または、前記第２のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッ
セージまたはＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージを備える、請求項６１
に記載のロケーションサーバ。
【請求項６５】
　前記モバイルデバイスが、前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケーションサ
ーバを使用するために、前記許可ロケーションサーバから以前に許可を取得した、請求項
６１に記載のロケーションサーバ。
【請求項６６】
　前記許可ロケーションサーバが、ホームＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｈ－ＳＬ
Ｐ）、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊
急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の少なくとも１つを備える、請求項
６１に記載のロケーションサーバ。
【請求項６７】
　前記第１のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ）パラメータの少なくとも１つを示す、請求項６１に記
載のロケーションサーバ。
【請求項６８】
　前記１つまたは複数の処理ユニットがさらに、
　前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバイスによる使用が可能なアクセス
ネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ
）パラメータの少なくとも１つに、少なくとも一部基づいて、ロケーションサーバの前記
第２のセットを決定するためのものである、請求項６１に記載のロケーションサーバ。
【請求項６９】
　前記１つまたは複数の処理ユニットがさらに、
　前記モバイルデバイスの推定場所を取得するためのものである、請求項６１に記載のロ
ケーションサーバ。
【請求項７０】
　ロケーションサーバの前記第１のセットが、前記位置特定サービス関連のアクセスのた
めに前記プロキシロケーションサーバによって以前許可された１つもしくは複数のロケー
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ションサーバ、前記モバイルデバイスによって好まれる１つもしくは複数のロケーション
サーバ、および／または前記モバイルデバイスによって好まれない１つもしくは複数のロ
ケーションサーバの、１つまたは複数を備える、請求項６１に記載のロケーションサーバ
。
【請求項７１】
　前記１つまたは複数の処理ユニットがさらに、
　前記ネットワークインターフェースを介して、前記モバイルデバイスから後続のメッセ
ージを取得するためのものであり、前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスによ
る少なくとも１つの前記位置特定サービス関連のアクセスの発生を示す、請求項６１に記
載のロケーションサーバ。
【請求項７２】
　前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスがロケーションサーバの前記第２のセ
ット中の許可されたロケーションサーバに、初めて、かつ／または、ロケーションサーバ
の前記第２のセット中の別のロケーションサーバにアクセスした後初めて、アクセスした
ことに応答して、前記モバイルデバイスによって送信される、請求項６１に記載のロケー
ションサーバ。
【請求項７３】
　前記第２のメッセージがさらに、位置特定サービスのための前記プロキシロケーション
サーバと関連付けられるアクセス優先度、ロケーションサーバの前記第２のセット中の１
つもしくは複数のロケーションサーバに対応する優先度の順番、および／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセット中の少なくとも１つのロケーションサーバのためのパラメ
ータの少なくとも１つを備える追加の情報を示す、請求項６１に記載のロケーションサー
バ。
【請求項７４】
　前記パラメータが、サービス期間、サービスエリア、および／または前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワークのリストの少なくとも１つを備える、請求
項７３に記載のロケーションサーバ。
【請求項７５】
　前記第２のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスが前記第１のメッセージを前記
プロキシロケーションサーバに再送信する前に経過すべき、最小再試行期間を示す、請求
項６１に記載のロケーションサーバ。
【請求項７６】
　１つまたは複数のインターフェースと、
　１つまたは複数の処理ユニットとを備え、前記１つまたは複数の処理ユニットが、
　　許可ロケーションサーバから許可を取得して、プロキシロケーションサーバとしてロ
ケーションサーバを使用することと、
　　前記１つまたは複数のインターフェースを介した第１のメッセージの前記プロキシロ
ケーションサーバへの送信を開始することであって、前記第１のメッセージがロケーショ
ンサーバの第１のセットを示す、開始することと、
　　前記１つまたは複数のインターフェースを介して、第２のメッセージを前記プロキシ
ロケーションサーバから取得することであって、前記第２のメッセージが、モバイルデバ
イスによる位置特定サービス関連のアクセスに対して許可されているものとしてロケーシ
ョンサーバの第２のセットを示す、取得することと、
　　前記１つまたは複数のインターフェースを介して、１つまたは複数の位置特定サービ
スのために、ロケーションサーバの前記第２のセットから１つまたは複数のロケーション
サーバにアクセスすることとを行うためのものである、モバイルデバイス。
【請求項７７】
　許可を取得して、前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケーションサーバを使
用することがさらに、前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケーションサーバを
使用するのを許可するメッセージを、前記許可ロケーションサーバから受信することを備
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える、請求項７６に記載のモバイルデバイス。
【請求項７８】
　前記許可ロケーションサーバが、ホームＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｈ－ＳＬ
Ｐ）、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊
急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の少なくとも１つを備える、請求項
７６に記載のモバイルデバイス。
【請求項７９】
　前記モバイルデバイスがＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）を備える、請求項７６に記載のモ
バイルデバイス。
【請求項８０】
　前記プロキシロケーションサーバが、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（
Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の
少なくとも１つを備え、ロケーションサーバの前記第１のセットおよび／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセットの中の少なくとも１つのロケーションサーバが、Ｄ－ＳＬ
Ｐおよび／またはＥ－ＳＬＰの１つまたは複数を備える、請求項７６に記載のモバイルデ
バイス。
【請求項８１】
　前記第１のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージまたはＳＵＰＬ　ＲＥＰＯ
ＲＴメッセージを備え、かつ／または、前記第２のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッ
セージまたはＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージを備える、請求項７６
に記載のモバイルデバイス。
【請求項８２】
　前記第１のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ）パラメータの少なくとも１つを示す、請求項７６に記
載のモバイルデバイス。
【請求項８３】
　ロケーションサーバの前記第１のセットが、前記位置特定サービス関連のアクセスのた
めに前記プロキシロケーションサーバによって以前許可された１つもしくは複数のロケー
ションサーバ、前記モバイルデバイスによって好まれる１つもしくは複数のロケーション
サーバ、および／または前記モバイルデバイスによって好まれない１つもしくは複数のロ
ケーションサーバの、１つまたは複数を備える、請求項７６に記載のモバイルデバイス。
【請求項８４】
　前記１つまたは複数の処理ユニットがさらに、
　前記１つまたは複数のインターフェースを介した前記プロキシロケーションサーバへの
後続のメッセージの送信を開始するためのものであり、前記後続のメッセージが、前記モ
バイルデバイスによる少なくとも１つの前記位置特定サービス関連のアクセスの発生を示
す、請求項７６に記載のモバイルデバイス。
【請求項８５】
　前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスがロケーションサーバの前記第２のセ
ット中の許可されたロケーションサーバに、初めて、かつ／または、ロケーションサーバ
の前記第２のセット中の別のロケーションサーバにアクセスした後初めて、アクセスした
ことに応答して送信される、請求項８４に記載のモバイルデバイス。
【請求項８６】
　前記第２のメッセージがさらに、位置特定サービスのための前記プロキシロケーション
サーバと関連付けられるアクセス優先度、ロケーションサーバの前記第２のセット中の１
つもしくは複数のロケーションサーバに対応する優先度の順番、および／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセット中の少なくとも１つのロケーションサーバのためのパラメ
ータの少なくとも１つを備える追加の情報を示す、請求項７６に記載のモバイルデバイス
。
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【請求項８７】
　前記パラメータが、サービス期間、サービスエリア、および／または前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワークのリストの少なくとも１つを備える、請求
項８６に記載のモバイルデバイス。
【請求項８８】
　前記１つまたは複数のインターフェースを介した、ロケーションサーバの前記第２のセ
ットから１つまたは複数のロケーションサーバへの前記アクセスがさらに、ロケーション
サーバの前記第２のセット中の特定のロケーションサーバにアクセスすることを備え、前
記特定のロケーションサーバが、前記追加の情報に少なくとも一部基づいて前記モバイル
デバイスによって決定される、請求項８７に記載のモバイルデバイス。
【請求項８９】
　前記第２のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスが前記第１のメッセージを前記
プロキシロケーションサーバに再送信する前に経過すべき、最小再試行期間を示す、請求
項７６に記載のモバイルデバイス。
【請求項９０】
　コンピュータ実施可能命令を記憶した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記コン
ピュータ実施可能命令が、ロケーションサーバの１つまたは複数の処理ユニットによって
、
　　モバイルデバイスから第１のメッセージを取得することであって、前記ロケーション
サーバが前記モバイルデバイスのために許可ロケーションサーバのプロキシロケーション
サーバを備え、前記第１のメッセージがロケーションサーバの第１のセットを示す、取得
することと、
　　ロケーションサーバの第１のセットに少なくとも一部基づいて、ロケーションサーバ
の第２のセットを決定することと、
　　第２のメッセージの前記モバイルデバイスへの送信を開始することであって、前記第
２のメッセージが、前記モバイルデバイスによる位置特定サービス関連のアクセスに対し
て許可されているものとしてロケーションサーバの前記第２のセットを示す、開始するこ
ととを行うように実行可能である、物品。
【請求項９１】
　前記モバイルデバイスがＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）を備える、請求項９０に記載の物
品。
【請求項９２】
　前記プロキシロケーションサーバが、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（
Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の
少なくとも１つを備え、ロケーションサーバの前記第１のセットおよび／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセットの中の少なくとも１つのロケーションサーバが、Ｄ－ＳＬ
Ｐおよび／またはＥ－ＳＬＰの１つまたは複数を備える、請求項９０に記載の物品。
【請求項９３】
　前記第１のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージまたはＳＵＰＬ　ＲＥＰＯ
ＲＴメッセージを備え、かつ／または、前記第２のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッ
セージまたはＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージを備える、請求項９０
に記載の物品。
【請求項９４】
　前記モバイルデバイスが、前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケーションサ
ーバを使用するために、前記許可ロケーションサーバから以前に許可を取得した、請求項
９０に記載の物品。
【請求項９５】
　前記許可ロケーションサーバが、ホームＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｈ－ＳＬ
Ｐ）、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊
急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の少なくとも１つを備える、請求項
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９０に記載の物品。
【請求項９６】
　前記第１のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ）パラメータの少なくとも１つを示す、請求項９０に記
載の物品。
【請求項９７】
　前記コンピュータ実施可能命令がさらに、前記１つまたは複数の処理ユニットによって
さらに、
　前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバイスによる使用が可能なアクセス
ネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ
）パラメータの少なくとも１つに、少なくとも一部基づいて、ロケーションサーバの前記
第２のセットを決定するように実行可能である、請求項９０に記載の物品。
【請求項９８】
　前記コンピュータ実施可能命令がさらに、前記１つまたは複数の処理ユニットによって
さらに、
　前記モバイルデバイスの推定場所を取得するように実行可能である、請求項９０に記載
の物品。
【請求項９９】
　ロケーションサーバの前記第１のセットが、前記位置特定サービス関連のアクセスのた
めに前記プロキシロケーションサーバによって以前許可された１つもしくは複数のロケー
ションサーバ、前記モバイルデバイスによって好まれる１つもしくは複数のロケーション
サーバ、および／または前記モバイルデバイスによって好まれない１つもしくは複数のロ
ケーションサーバの、１つまたは複数を備える、請求項９０に記載の物品。
【請求項１００】
　前記コンピュータ実施可能命令がさらに、前記１つまたは複数の処理ユニットによって
さらに、
　前記モバイルデバイスから後続のメッセージを取得するように実行可能であり、前記後
続のメッセージが、前記モバイルデバイスによる少なくとも１つの前記位置特定サービス
関連のアクセスの発生を示す、請求項９０に記載の物品。
【請求項１０１】
　前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスがロケーションサーバの前記第２のセ
ット中の許可されたロケーションサーバに、初めて、かつ／または、ロケーションサーバ
の前記第２のセット中の別のロケーションサーバにアクセスした後初めて、アクセスした
ことに応答して、前記モバイルデバイスによって送信される、請求項１００に記載の物品
。
【請求項１０２】
　前記第２のメッセージがさらに、位置特定サービスのための前記プロキシロケーション
サーバと関連付けられるアクセス優先度、ロケーションサーバの前記第２のセット中の１
つもしくは複数のロケーションサーバに対応する優先度の順番、および／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセット中の少なくとも１つのロケーションサーバのためのパラメ
ータの少なくとも１つを備える追加の情報を示す、請求項９０に記載の物品。
【請求項１０３】
　前記パラメータが、サービス期間、サービスエリア、および／または前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワークのリストの少なくとも１つを備える、請求
項１０２に記載の物品。
【請求項１０４】
　前記第２のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスが前記第１のメッセージを前記
プロキシロケーションサーバに再送信する前に経過すべき、最小再試行期間を示す、請求
項９０に記載の物品。
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【請求項１０５】
　コンピュータ実施可能命令を記憶した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記コン
ピュータ実施可能命令が、モバイルデバイスの１つまたは複数の処理ユニットによって、
　　許可ロケーションサーバから許可を取得して、前記許可ロケーションサーバに対する
プロキシロケーションサーバとしてロケーションサーバを使用することと、
　　ロケーションサーバの第１のセットを示す第１のメッセージの前記プロキシロケーシ
ョンサーバへの送信を開始することと、
　　第２のメッセージを前記プロキシロケーションサーバから取得することであって、前
記第２のメッセージが、前記モバイルデバイスによる位置特定サービス関連のアクセスに
対して許可されているものとしてロケーションサーバの第２のセットを示す、取得するこ
とと、
　　１つまたは複数の位置特定サービスのために、ロケーションサーバの前記第２のセッ
トから１つまたは複数のロケーションサーバにアクセスすることとを行うように実行可能
である、物品。
【請求項１０６】
　許可を取得して、プロキシによって前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケー
ションサーバを使用することがさらに、前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケ
ーションサーバを使用するのを許可するメッセージを、前記許可ロケーションサーバから
受信することを備える、請求項１０５に記載の物品。
【請求項１０７】
　前記許可ロケーションサーバが、ホームＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｈ－ＳＬ
Ｐ）、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊
急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の少なくとも１つを備える、請求項
１０５に記載の物品。
【請求項１０８】
　前記モバイルデバイスがＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）を備える、請求項１０５に記載の
物品。
【請求項１０９】
　前記プロキシロケーションサーバが、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（
Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の
少なくとも１つを備え、ロケーションサーバの前記第１のセットおよび／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセットの中の少なくとも１つのロケーションサーバが、Ｄ－ＳＬ
Ｐおよび／またはＥ－ＳＬＰの１つまたは複数を備える、請求項１０５に記載の物品。
【請求項１１０】
　前記第１のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージまたはＳＵＰＬ　ＲＥＰＯ
ＲＴメッセージを備え、かつ／または、前記第２のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッ
セージまたはＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージを備える、請求項１０
５に記載の物品。
【請求項１１１】
　前記第１のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ）パラメータの少なくとも１つを示す、請求項１０５に
記載の物品。
【請求項１１２】
　ロケーションサーバの前記第１のセットが、前記位置特定サービス関連のアクセスのた
めに前記プロキシロケーションサーバによって以前許可された１つもしくは複数のロケー
ションサーバ、前記モバイルデバイスによって好まれる１つもしくは複数のロケーション
サーバ、および／または前記モバイルデバイスによって好まれない１つもしくは複数のロ
ケーションサーバの、１つまたは複数を備える、請求項１０５に記載の物品。
【請求項１１３】
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　前記コンピュータ実施可能命令がさらに、前記１つまたは複数の処理ユニットによって
さらに、
　前記プロキシロケーションサーバへの後続のメッセージの送信を開始するように実行可
能であり、前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスによる少なくとも１つの前記
位置特定サービス関連のアクセスの発生を示す、請求項１０５に記載の物品。
【請求項１１４】
　前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスがロケーションサーバの前記第２のセ
ット中の許可されたロケーションサーバに、初めて、かつ／または、ロケーションサーバ
の前記第２のセット中の別のロケーションサーバにアクセスした後初めて、アクセスした
ことに応答して送信される、請求項１１３に記載の物品。
【請求項１１５】
　前記第２のメッセージがさらに、位置特定サービスのための前記プロキシロケーション
サーバと関連付けられるアクセス優先度、ロケーションサーバの前記第２のセット中の１
つもしくは複数のロケーションサーバに対応する優先度の順番、および／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセット中の少なくとも１つのロケーションサーバのためのパラメ
ータの少なくとも１つを備える追加の情報を示す、請求項１０５に記載の物品。
【請求項１１６】
　前記パラメータが、サービス期間、サービスエリア、および／または前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワークのリストの少なくとも１つを備える、請求
項１１５に記載の物品。
【請求項１１７】
　ロケーションサーバの前記第２のセットから１つまたは複数のロケーションサーバへの
前記アクセスがさらに、ロケーションサーバの前記第２のセット中の特定のロケーション
サーバにアクセスすることを備え、前記特定のロケーションサーバが、前記追加の情報に
少なくとも一部基づいて前記モバイルデバイスによって決定される、請求項１１６に記載
の物品。
【請求項１１８】
　前記第２のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスが前記第１のメッセージを前記
プロキシロケーションサーバに再送信する前に経過すべき、最小再試行期間を示す、請求
項１０５に記載の物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本出願は、ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＩＤＥＮＴＩＦＹ
ＩＮＧ　ＡＮＤ　ＡＵＴＨＯＲＩＺＩＮＧ　ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＳＥＲＶＥＲＳ　ＡＮＤ
　ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＵＳＩＮＧ　Ａ　ＰＲＯＸＹ　ＬＯＣＡＴＩＯ
Ｎ　ＳＥＲＶＥＲという表題の２０１２年２月４日に出願された米国本特許出願第１３／
３６６，３１０号、ＳＵＰＰＯＲＴ　ＯＦ　Ａ　ＳＵＰＬ　ＤＩＳＣＯＶＥＲＥＤ　ＳＬ
Ｐ（Ｄ－ＳＬＰ）という表題の２０１１年２月７日に出願された米国仮特許出願第６１／
４４０，２５１号、ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＳＵＰＰＯ
ＲＴ　ＯＦ　Ａ　ＳＵＰＬ　ＤＩＳＣＯＶＥＲＥＤ　ＳＬＰ（Ｄ－ＳＬＰ）という表題の
２０１１年３月９日に出願された米国仮特許出願第６１／４５１，０５９号、ＭＥＴＨＯ
ＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＳＵＰＰＯＲＴ　ＯＦ　ＳＵＰＬ　ＤＩＳ
ＣＯＶＥＲＥＤ　ＳＬＰ（Ｄ－ＳＬＰ）という表題の２０１１年４月１日に出願された米
国仮特許出願第６１／４７０，９８６号、ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ
　ＦＯＲ　ＳＵＰＰＯＲＴ　ＯＦ　ＳＵＰＬ　ＤＩＳＣＯＶＥＲＥＤ　ＳＬＰ（Ｄ－ＳＬ
Ｐ）という表題の２０１１年５月１１日に出願された米国仮特許出願第６１／４８５，０
８５号、ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＳＵＰＰＯＲＴ　ＯＦ
　Ａ　ＳＵＰＬ　ＤＩＳＣＯＶＥＲＥＤ　ＳＬＰ（ＳＬＰ）という表題の２０１１年６月
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１０日に出願された米国仮特許出願第６１／４９５，８９５号、およびＭＥＴＨＯＤＳ　
ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＳＵＰＰＯＲＴ　ＯＦ　Ａ　ＳＵＰＬ　ＤＩＳＣ
ＯＶＥＲＥＤ　ＳＬＰ（Ｄ－ＳＬＰ）という表題の２０１１年８月２６日に出願された米
国仮特許出願第６１／５２７，８４１号の優先権を主張するＰＣＴ出願であり、これらの
出願は全体が参照によって本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本明細書で開示される主題は電子デバイスに関し、より詳細には、１つもしくは複数の
許可されたロケーションサーバおよび／または１つもしくは複数の位置特定サービスを識
別し、かつ／またはそれらにアクセスする際に使用する、方法、装置、および製造物品に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　携帯電話、ノートブック、コンピュータなどのようなモバイルデバイスは通常、たとえ
ば、単にいくつか例を挙げると、衛星測位システム（たとえば、ＧＰＳ、Ｇａｌｉｌｅｏ
、Ｇｌｏｎａｓｓなど）、ａｄｖａｎｃｅｄ　ｆｏｒｗａｒｄ　ｌｉｎｋ　ｔｒｉｌａｔ
ｅｒａｔｉｏｎ（ＡＦＬＴ）、Ｃｅｌｌ　ＩＤまたはＥｎｈａｎｃｅｄ　Ｃｅｌｌ　ＩＤ
のような、いくつかの技術のいずれか１つを使用して、高い精度で位置および／または場
所を推定する能力を有する。位置推定または場所推定の技法は通常、モバイルデバイスの
受信機において得られる信号に基づき得る、測定結果の処理を伴う。たとえば、モバイル
デバイスは、衛星測定システム（ＳＰＳ）信号または地上基地局から送信されるパイロッ
ト信号を得ることができる。位相、信号強度、到着時間、および／または往復遅延のよう
な、得られた信号の様々な測定された特性が、場所決定を計算する際に使用され得る。
【０００４】
　ある特定の実装形態では、公に入手可能な文書においてＯｐｅｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｌ
ｌｉａｎｃｅ（ＯＭＡ）によって規定されるようなＳＵＰＬ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｕｓｅｒ　
Ｐｌａｎｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ）などのユーザプレーン（ＵＰ）測位は、モバイルデバイ
ス（たとえば、ＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ））または別個のロケーションサーバ（たとえ
ば、ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（ＳＬＰ））において取得される位置推定が位置
特定サービスの一部として他のエンティティに対して利用可能にされ得る、枠組みを表す
。これらの位置推定を他のエンティティに対して利用可能にすることは、たとえば、緊急
のサービスを提供すること、別のクライアントユーザの代わりにあるユーザの位置を特定
すること、運転の道順を取得すること、近隣のガソリンスタンド、ホテル、空港、または
病院を見つけることのような、特定の用途において有用であり得る。加えて、いくつかの
例では、たとえば、単に例をいくつか挙げると、概略的な位置、正確な時間差、ＳＰＳま
たは地上の無線信号の取得を支援するためのデータ、局所的な屋内ナビゲーション支援デ
ータ、ＳＰＳ測定結果から位置を計算するのを支援するためのＳＰＳ暦データのような、
測位支援データを取得するために、モバイルデバイスはＳＬＰと通信することもできる。
【０００５】
　位置推定は、位置特定、推定位置、測位、または場所推定と呼ばれることもあり、これ
らの用語は本明細書では同義に使用される。
【０００６】
　いくつかの例では、外部クライアントは、ＳＵＰＬエージェントを備え得る。ＳＵＰＬ
エージェントは、モバイルデバイスから、ＳＥＴの推定位置を間接的に得ることができる
。たとえば、モバイルデバイスの推定位置を得るために、ＳＵＰＬエージェントは、推定
位置を要求するメッセージをＳＬＰに送信することができる。ＳＵＰＬエージェントから
メッセージを受信した後、ＳＬＰは、モバイルデバイスとのＳＵＰＬセッションを開始し
て、モバイルデバイスの推定位置を取得することができ、推定位置は続いて、ＳＬＰから
ＳＵＰＬエージェントに送信され得る。推定位置は、２つの方法のうちの１つ、すなわち
、（ｉ）モバイルデバイスが（たとえば、ＳＰＳ信号、ならびに／または近隣の基地局お
よび／もしくは他のワイヤレスアクセスポイントからの地上無線信号）の測定を行い、Ｓ
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ＬＰが推定位置を計算するために測定結果をＳＬＰに転送する方法、または（ｉｉ）モバ
イルデバイスが（ｉ）のような測定を行い、加えて推定位置自体を計算し、場合によって
はこれを行うためにＳＬＰによって提供される支援データ（たとえば、ＳＰＳ暦データ）
を利用する方法のいずれかで、取得され得る。
【０００７】
　１つの特定の例では、モバイルデバイスは、ユーザデバイスが任意の特定の時間におい
て位置し得る領域に対して全般に適用可能な位置特定支援データを有するｈｏｍｅ　ＳＬ
Ｐ（Ｈ－ＳＬＰ）のような、ホームロケーションサーバと関連付けられ得る。ここで、モ
バイルデバイスの現在の位置に関係なく、モバイルデバイスは、モバイルデバイスのＨ－
ＳＬＰと通信して、様々な位置特定サービス、測位支援データ、位置に基づくサービス情
報などを取得することができる。
【０００８】
　しかしながら、いくつかの状況では、Ｈ－ＳＬＰは、モバイルデバイスがナビゲーショ
ン支援を得る際に使用するための、特定の位置特定サービスおよび／または何らかの所望
の測位支援データなどを有さないことがある。たとえば、モバイルデバイスが、（単にい
くつか例を挙げると）ショッピングモール、空港、市民センターまたは病院のような建築
構造物内に位置する場合、Ｈ－ＳＬＰは、建築構造物の外部の近隣基地局およびいくつか
のＳＰＳと関連する支援データを提供できることがあるが、ワイヤレスＬＡＮアクセスポ
イントまたはフェムトセルのような、建築構造物内のワイヤレスアクセスポイントについ
ての情報を有さないことがある。その場合、たとえば、モバイルデバイスが建築構造物内
のワイヤレスアクセスポイントからの信号は計測できるが、建築構造物によって引き起こ
される信号の減衰および反射によって、ＳＰＳ衛星および外部の基地局からの信号を測定
できない、または正確には測定できない場合、モバイルデバイスのための正確な位置推定
を取得するのが可能ではないことがある。いくつかの他の場合には、Ｈ－ＳＬＰは、モバ
イルデバイスの近隣の基地局についても知らないことがあり（たとえば、モバイルデバイ
スが地方またはＨ－ＳＬＰから離れた領域にある場合）、モバイルデバイスが屋外にあり
建築構造物内にはない場合であっても、位置推定が困難または不可能になる。したがって
、モバイルデバイスが、（１つまたは複数の）ある位置特定サービス、測位支援データ、
位置に基づくサービス情報などを、何らかの他の方式で取得できることが、有益であり得
る。
【０００９】
　さらに他の状況では、モバイルデバイスの位置および／またはＨ－ＳＬＰの現在の動作
が与えられれば、Ｈ－ＳＬＰは、何らかの適切なかつ／またはタイムリーな方式で、特定
の位置特定サービスなどを提供するのを支援することが可能であり得る。したがって、モ
バイルデバイスが、（１つまたは複数の）ある位置特定サービス、測位支援データ、位置
に基づくサービス情報などを、何らかの他の方式で取得できることが、有益であり得る。
【発明の概要】
【００１０】
　一態様によれば、ロケーションサーバの１つまたは複数のコンピューティングデバイス
によって使用される方法が提供され得る。方法は、たとえば、モバイルデバイスから第１
のメッセージを取得することであって、ロケーションサーバが、そのモバイルデバイスの
ために、許可ロケーションサーバのプロキシロケーションサーバを備え、第１のメッセー
ジが、ロケーションサーバの第１のセットを示す、取得することと、ロケーションサーバ
の第１のセットに少なくとも一部基づいて、ロケーションサーバの第２のセットを決定す
ることと、第２のメッセージをモバイルデバイスに送信することであって、第２のメッセ
ージが、モバイルデバイスによる位置特定サービス関連のアクセスに対して許可されてい
るものとしてロケーションサーバの第２のセットを示す、送信することとを備え得る。
【００１１】
　別の態様によれば、モバイルデバイスによって使用される方法が提供され得る。方法は
、たとえば、許可ロケーションサーバからの許可を取得して、許可ロケーションサーバの
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プロキシロケーションサーバとしてロケーションサーバを使用することと、ロケーション
サーバの第１のセットを示す第１のメッセージをプロキシロケーションサーバに送信する
ことと、プロキシロケーションサーバから第２のメッセージを取得することであって、第
２のメッセージが、モバイルデバイスによる位置特定サービス関連のアクセスに対して許
可されているものとしてロケーションサーバの第２のセットを示す、取得することと、１
つまたは複数の位置特定サービスのために、ロケーションサーバの第２のセットから１つ
または複数のロケーションサーバにアクセスすることとを備え得る。
【００１２】
　さらに別の態様によれば、ロケーションサーバによって使用される装置が提供され得る
。装置は、たとえば、モバイルデバイスから第１のメッセージを取得するための手段であ
って、ロケーションサーバが、そのモバイルデバイスのために、許可ロケーションサーバ
のプロキシロケーションサーバを備え、第１のメッセージが、ロケーションサーバの第１
のセットを示す、手段と、ロケーションサーバの第１のセットに少なくとも一部基づいて
、ロケーションサーバの第２のセットを決定するための手段と、第２のメッセージをモバ
イルデバイスに送信するための手段であって、第２のメッセージが、モバイルデバイスに
よる位置特定サービス関連のアクセスに対して許可されているものとしてロケーションサ
ーバの第２のセットを示す、手段とを備え得る。
【００１３】
　さらに他の態様によれば、モバイルデバイスによって使用される装置が提供され得る。
装置は、たとえば、許可ロケーションサーバからの許可を取得して、許可ロケーションサ
ーバに対するプロキシロケーションサーバとしてロケーションサーバを使用するための手
段と、ロケーションサーバの第１のセットを示す第１のメッセージをプロキシロケーショ
ンサーバに送信するための手段と、プロキシロケーションサーバから第２のメッセージを
取得するための手段であって、第２のメッセージが、モバイルデバイスによる位置特定サ
ービス関連のアクセスに対して許可されているものとしてロケーションサーバの第２のセ
ットを示す、手段と、１つまたは複数の位置特定サービスのために、ロケーションサーバ
の第２のセットから１つまたは複数のロケーションサーバにアクセスするための手段とを
備え得る。
【００１４】
　いくつかのさらなる態様によれば、たとえば、ネットワークインターフェースと、１つ
または複数の処理ユニットとを備え得る、ロケーションサーバが提供されてよく、１つま
たは複数の処理ユニットは、ネットワークインターフェースを介して、モバイルデバイス
から第１のメッセージを取得することであって、ロケーションサーバが、そのモバイルデ
バイスのために、許可ロケーションサーバのプロキシロケーションサーバを備え、第１の
メッセージがロケーションサーバの第１のセットを示す、取得することと、ロケーション
サーバの第１のセットに少なくとも一部基づいて、ロケーションサーバの第２のセットを
決定することと、ネットワークインターフェースを介したモバイルデバイスへの第２のメ
ッセージの送信を開始することであって、第２のメッセージが、モバイルデバイスによる
位置特定サービス関連のアクセスに対して許可されているものとしてロケーションサーバ
の第２のセットを示す、開始することとを行うためのものである。
【００１５】
　別の態様によれば、たとえば、１つまたは複数のインターフェースと１つまたは複数の
処理ユニットとを備えるモバイルデバイスが提供されてよく、１つまたは複数の処理ユニ
ットは、許可ロケーションサーバからの許可を取得して、プロキシロケーションサーバと
してロケーションサーバを使用することと、１つまたは複数のインターフェースを介した
プロキシロケーションサーバへの、ロケーションサーバの第１のセットを示す第１のメッ
セージの送信を開始することと、１つまたは複数のインターフェースを介して、プロキシ
ロケーションサーバから第２のメッセージを取得することであって、第２のメッセージが
、モバイルデバイスによる位置特定サービス関連のアクセスに対して許可されているもの
としてロケーションサーバの第２のセットを示す、取得することと、１つまたは複数のイ
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ンターフェースを介して、１つまたは複数の位置特定サービスのために、ロケーションサ
ーバの第２のセットから１つまたは複数のロケーションサーバにアクセスすることとを行
うためのものである。
【００１６】
　さらに別の態様によれば、モバイルデバイスから第１のメッセージを取得することであ
って、ロケーションサーバが、そのモバイルデバイスのために、許可ロケーションサーバ
のプロキシロケーションサーバを備え、第１のメッセージがロケーションサーバの第１の
セットを示す、取得することと、ロケーションサーバの第１のセットに少なくとも一部基
づいて、ロケーションサーバの第２のセットを決定することと、モバイルデバイスへの第
２のメッセージの送信を開始することであって、第２のメッセージが、モバイルデバイス
による位置特定サービス関連のアクセスに対して許可されているものとしてロケーション
サーバの第２のセットを示す、開始することとを行うように、ロケーションサーバの１つ
または複数の処理ユニットによって実行可能なコンピュータ実施可能命令を記憶した非一
時的コンピュータ可読媒体を備える製造物品が提供されてよい。
【００１７】
　さらに別の態様によれば、許可ロケーションサーバからの許可を取得して、許可ロケー
ションサーバに対するプロキシロケーションサーバとしてロケーションサーバを使用する
ことと、プロキシロケーションサーバへの、ロケーションサーバの第１のセットを示す第
１のメッセージの送信を開始することと、プロキシロケーションサーバから第２のメッセ
ージを取得することであって、第２のメッセージが、モバイルデバイスによる位置特定サ
ービス関連のアクセスに対して許可されているものとしてロケーションサーバの第２のセ
ットを示す、取得することと、１つまたは複数の位置特定サービスのために、ロケーショ
ンサーバの第２のセットから１つまたは複数のロケーションサーバにアクセスすることと
を行うように、モバイルデバイスの１つまたは複数の処理ユニットによって実行可能なコ
ンピュータ実施可能命令を記憶した非一時的コンピュータ可読媒体を備える製造物品が提
供されてよい。
【００１８】
　以下の図を参照して非限定的で非網羅的な態様が説明され、別段規定されない限り、様
々な図の全体を通して、同様の参照番号は同様の部分を指す。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】ある実装形態による、１つまたは複数のコンピューティングデバイスによって提
供され得るいくつかの位置特定サービスおよび／または他の同様の情報にアクセスする際
に使用するモバイルデバイスを含む、例示的な環境を示す概略的なブロック図。
【図２】ある実装形態による、１つまたは複数の他のデバイスに対していくつかの位置特
定サービスなどを提供し、かつ／またはそうでなければサポートすることができる、例示
的なコンピューティングデバイスのいくつかの特徴を示す概略的なブロック図。
【図３】ある実装形態による、１つまたは複数のコンピューティングデバイスによって提
供され得るいくつかの位置特定サービスおよび／または他の同様の情報にアクセスする際
に使用する、例示的なモバイルデバイスのいくつかの特徴を示す概略的なブロック図。
【図４】ある実装形態による、ＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）として表されるモバイルデバ
イスとともに使用する複数のＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（ＳＬＰ）を備える、例
示的な環境を示す概略的なブロック図。
【図５】ある実装形態による、たとえば図２のようなコンピューティングデバイスのため
の処理または方法のいくつかの特徴を示す流れ図。
【図６】ある実装形態による、たとえば図３のようなモバイルデバイスのための処理また
は方法のいくつかの特徴を示す流れ図。
【図７】ある実装形態による、いくつかのネットワークにより開始される位置特定サービ
スをサポートするために使用され得る例示的なメッセージフローを示す流れ図。
【図８】ある実装形態による、いくつかのモバイルデバイスにより開始される位置特定サ
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ービスをサポートするために使用され得る例示的なメッセージを示す流れ図。
【図９】ある実装形態による、Ｈ－ＳＬＰによるいくつかの位置特定サービスとともに使
用するＤ－ＳＬＰ／Ｅ－ＳＬＰの許可をサポートするために使用され得る、例示的なメッ
セージフローを示す流れ図。
【図１０】ある実装形態による、プロキシＤ－ＳＬＰ／Ｅ－ＳＬＰによるいくつかの位置
特定サービスとともに使用するＤ－ＳＬＰ／Ｅ－ＳＬＰの許可をサポートするために使用
され得る、例示的なメッセージフローを示す流れ図。
【図１１】ある実装形態による、いくつかの位置特定サービスとともに使用するＤ－ＳＬ
Ｐ／Ｅ－ＳＬＰの任意型許可をサポートするために使用され得る、例示的なメッセージフ
ローを示す流れ図。
【図１２】ある実装形態による、モバイルデバイスがいくつかの位置特定サービスととも
にＤ－ＳＬＰ／Ｅ－ＳＬＰにアクセスすることに関する通知を、Ｈ－ＳＬＰに提供するた
めに使用され得る、例示的なメッセージフローを示す流れ図。
【図１３】ある実装形態による、いくつかの位置特定サービスに関するセッション情報を
再通知とともに取得するために使用され得る、例示的なメッセージフローを示す流れ図。
【図１４】ある実装形態による、いくつかの位置特定サービスに関するセッション情報を
セッション終了とともに取得するために使用され得る、例示的なメッセージフローを示す
流れ図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　使用を許可された１つまたは複数のコンピューティングデバイスから、モバイルデバイ
スが（１つまたは複数の）ある位置特定サービスなどを取得するのを可能にするために実
施され得る、様々な技法が本明細書で説明される。
【００２１】
　ある特定の実装形態では、Ｏｐｅｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｌｌｉａｎｃｅ（ＯＭＡ）によ
って規定されるようなＳＵＰＬ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｎｅ　Ｌｏｃａｔｉｏ
ｎ）などのユーザプレーン（ＵＰ）測位は、モバイルデバイス（たとえば、ＳＵＰＬ対応
端末（ＳＥＴ））または別個のロケーションサーバ（たとえば、ＳＵＰＬ位置特定プラッ
トフォーム（ＳＬＰ））において取得される位置推定が位置特定サービスの一部として他
のエンティティに対して利用可能にされ得る、枠組みを提供する。これらの位置推定を他
のエンティティに対して利用可能にすることは、たとえば、緊急のサービスを提供するこ
と、運転の道順を取得すること、または別のクライアントユーザの代わりにあるユーザの
位置を特定することのような、特定の用途において有用であり得る。加えて、いくつかの
例では、モバイルデバイスはまた、ＳＬＰと通信して測位支援データを取得し、（たとえ
ば、ＳＰＳ衛星および基地局からの）信号の取得および測定を助け、かつ／または、その
ような測定から位置推定を計算することができる。測位支援データの例には、単にいくつ
か例を挙げると、モバイルデバイスがおおよそどこにあるかについての概略的な位置推定
、正確な時間の基準、ＳＰＳ信号の取得を支援するためのデータ、ＳＰＳ暦データ、個々
の基地局および／または屋内もしくは屋外にあり得る他のワイヤレスアクセスポイント（
たとえば、位置座標、信号タイミング、信号強度、アンテナ特性）のデータがある。
【００２２】
　１つの特定の例では、モバイルデバイス（たとえば、ＳＥＴ）は、ユーザデバイスが任
意の特定の時間において位置し得る領域に対して全般に適用可能な位置特定支援データを
有するホームＳＬＰ（Ｈ－ＳＬＰ）のような、ホームロケーションサーバと関連付けられ
得る。ここで、ＳＥＴの現在の位置とは無関係に、ＳＥＴは通常、Ｈ－ＳＬＰと通信して
、測位支援データを取得することができる。典型的には、Ｈ－ＳＬＰは、ＳＥＴユーザの
ホームワイヤレスネットワークに属し、またはそれと関連付けられ、ＳＥＴユーザは、位
置特定サービスの特定のセット（たとえば、Ｈ－ＳＬＰからの支援データまたは位置推定
を要求するための能力、別のＳＥＴの位置特定を要求するための能力、定期的に、または
特定の地理的エリアに入ったときもしくはそこから出たとき、位置特定を実行するための
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能力）のために、Ｈ－ＳＬＰの利用権を有する。したがって、ＳＥＴは普通、特定の位置
特定サービスを必要とするとき、（ＳＵＰＬを使用して）Ｈ－ＳＬＰと通信することを期
待する。
【００２３】
　しかしながら、特定の環境では、Ｈ－ＳＬＰは、ナビゲーション支援を受ける際にＳＥ
Ｔが使用するのに、最良の測位支援データを有さないことがある。一例では、Ｈ－ＳＬＰ
は、ＳＰＳまたは基地局の暦などのような、屋外の測位のために利用可能である包括的な
支援データを有し得るが、Ｈ－ＳＬＰは、屋内環境において使用するための測位支援デー
タ（たとえば、屋内のデジタル地図、位置、屋内送信機の識別情報および無線特性）を有
さないことがある。ここで、たとえば、屋内の位置に対して適用可能なそのような測位支
援データは代わりに、ＳＥＴに結合されたＨ－ＳＬＰ以外のＳＬＰから、利用可能になり
得る。別の例では、ＳＥＴがＨ－ＳＬＰから離れた領域または地方を移動しているとき、
Ｈ－ＳＬＰは、屋外の基地局および他の屋外の送信機に対して適用可能な支援データを有
さないことがあり、屋外での位置特定がさらに問題になる。
【００２４】
　一実装形態では、関連付けられるＨ－ＳＬＰと通信しているＳＥＴは、特定の測位支援
データなどのような、ＳＥＴに対する位置に基づくサービスを提供でき、ＳＥＴが位置し
ている領域をカバーでき、Ｈ－ＳＬＰにおいて利用可能ではない、局所的なロケーション
サーバ（たとえば、発見されたＳＬＰ（Ｄ－ＳＬＰ））を発見することができる。ここで
、ＳＥＴは、たとえば、Ｄ－ＳＬＰを識別しＤ－ＳＬＰの能力を表すブロードキャストさ
れた信号のローカルネットワークからの取得のような、いくつかの技法のいずれか１つを
使用して、Ｄ－ＳＬＰを発見することができる。あるいは、ＳＥＴに対してローカルなネ
ットワークは、他のワイヤレスサービスに対してＳＥＴが接続する（たとえば、通話を行
う、またはインターネットに接続する）とき、Ｄ－ＳＬＰの識別情報および／もしくはア
ドレスを提供することができ、または、ＳＥＴによって要求されるとき、Ｄ－ＳＬＰアド
レスおよび／もしくはＤ－ＳＬＰの識別情報を提供することができる。あるいは、ＳＥＴ
は、異なる地理的エリアおよび／または異なるサービングネットワークと関連付けられる
、Ｄ－ＳＬＰの識別情報および／またはアドレスで（たとえば、ホームネットワークまた
はＨ－ＳＬＰによって）構成され得る。あるいは、ＳＥＴは、Ｈ－ＳＬＰからＤ－ＳＬＰ
アドレスを要求することができる。１つの特定の実装形態では、ＳＥＴがＤ－ＳＬＰアド
レス自体を（たとえば、ローカルサービングネットワークから）見つけ、または発見でき
るとき、ＳＥＴは、Ｈ－ＳＬＰと通信して、Ｄ－ＳＬＰから位置特定サービスなどを受け
入れまたは受け取るための前提条件として、Ｈ－ＳＬＰからの許可を得ようとし得る。一
実装形態では、Ｈ－ＳＬＰは、ＳＥＴの位置がＤ－ＳＬＰによってサービスされる領域に
ある場合、Ｄ－ＳＬＰから位置特定サービスを取得するための許可をＳＥＴに与えること
ができる。
【００２５】
　別の実装形態では、Ｈ－ＳＬＰは、ＳＥＴユーザによって行われた緊急の通話に対する
位置特定サービスをサポートし得る、新たに識別されたＤ－ＳＬＰおよび／または場合に
よっては新たに発見されたＥｍｅｒｇｅｎｃｙ　ＳＬＰ（Ｅ－ＳＬＰ）を表すデータを記
憶することができる。ここで、たとえば、ＳＥＴは、Ｄ－ＳＬＰの識別情報を提供する、
ブロードキャストされた信号を得ることができる。ＳＥＴは次いで、Ｄ－ＳＬＰの得られ
た識別情報をＨ－ＳＬＰに転送し、たとえば、Ｄ－ＳＬＰの能力の概要（たとえば、Ｄ－
ＳＬＰの説明）と許可とを受け取り、Ｄ－ＳＬＰからの位置特定サービスにアクセスしそ
れを取得することができる。
【００２６】
　以下でさらに詳細に説明されるように、いくつかの例示的な実装形態では、１つもしく
は複数のＤ－ＳＬＰおよび／または１つもしくは複数のＥ－ＳＬＰは、許可ロケーション
サーバ（たとえば、Ｈ－ＳＬＰ）によって許可されると、プロキシとして機能することが
でき、それら自体が、（たとえば、Ｈ－ＳＬＰの代わりに）許可ロケーションサーバとし
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て各々動作することができる。したがって、いくつかの条件のもとでは、１つまたは複数
の許可ロケーションサーバがあることがあり、それらの１つまたは複数は、何らかの他の
ＳＬＰのプロキシとして動作する、Ｈ－ＳＬＰ、Ｄ－ＳＬＰ、および／またはＥ－ＳＬＰ
を備え得る。たとえば、あるＤ－ＳＬＰ「Ａ」は、ＳＥＴによって発見され、ＳＥＴのた
めのＨ－ＳＬＰによるいくつかの位置特定サービスに対して許可され得る。しかしながら
、Ｄ－ＳＬＰ「Ａ」は、ＳＥＴがＤ－ＳＬＰ「Ａ」にアクセスするのをＨ－ＳＬＰが許可
し得る地理的エリア全体で、適正な位置特定サービス（たとえば、支援データ、ＳＥＴの
位置）を提供できないことがある。たとえば、Ｄ－ＳＬＰ「Ａ」が、局所的な無線送信機
、地図情報、地形情報などについての知識を有さない、または不完全な知識しか有さない
、いくつかの建築構造物または屋外領域が、この地理的エリア内に存在することがあり、
この結果として、ＳＥＴは、Ｄ－ＳＬＰ「Ａ」から適正な位置特定サービスを受けられな
いことがある。これらの特定のエリアでは、ＳＥＴは、位置特定サービスをより良好に提
供できる別のＤ－ＳＬＰ「Ｂ」を発見する必要があり得る。しかしながら、Ｈ－ＳＬＰは
、そのようなより良好なＤ－ＳＬＰ「Ｂ」についての知識を有さないことがあり、または
それを許可できないことがある。たとえば、Ｈ－ＳＬＰは、Ｈ－ＳＬＰの事業者がＤ－Ｓ
ＬＰ「Ａ」の事業者と事業上の関係を有するが、Ｄ－ＳＬＰ「Ａ」によってサービスされ
るエリア内の他の事業者とは関係を有さない場合、Ｄ－ＳＬＰ「Ａ」について知っている
だけであり得る。しかしながら、Ｄ－ＳＬＰ「Ｂ」はＤ－ＳＬＰ「Ａ」の一般的なサービ
スエリア内にあるので、Ｄ－ＳＬＰ「Ａ」がＤ－ＳＬＰ「Ｂ」について知り、Ｄ－ＳＬＰ
「Ｂ」を許可するのは可能であり得る。
【００２７】
　本明細書で言及される「位置」または「位置推定」は、基準の地点に従った、物体また
は物（たとえば、ＳＥＴ）の所在と関連付けられる情報を指し得る。ここで、たとえば、
そのような位置は、緯度および経度のような地理的座標として表され得る。あるいは、そ
のような位置は、住所、自治体または他の政府管轄区域、郵便番号および／または同様の
ものとして、表され得る。しかしながら、これらは特定の実施形態に従って位置がどのよ
うに表され得るかの例にすぎず、特許請求される主題はこれらの点について限定されない
。ＳＥＴは、たとえば、いくつかの（たとえば、４つ以上の）衛星送信機からの擬似距離
の測定結果を相関付けることによって、ＧＰＳ、ＧａｌｉｌｅｏまたはＧｌｏｎａｓｓの
ような衛星測位システム（ＳＰＳ）からのナビゲーション信号に少なくとも一部基づいて
、その位置を推定することができる。あるいは、そのような位置は、モバイルデバイスの
場所が、少なくとも、ｉ）モバイルデバイスと通信システム（たとえば、基地局、フェム
トセル、ホーム基地局、ワイヤレスＬＡＮアクセスポイント）との間でのメッセージの移
動の時間を表す時間測定結果と、ｉｉ）ＳＰＳ信号の移動の時間を表す時間測定結果との
組合せから決定される、ハイブリッドシステムから推定され得る。位置はまた、地上信号
の測定結果（たとえば、１つまたは複数の基地局およびワイヤレスＬＡＮアクセスポイン
トの、信号強度および／または信号タイミング）のみから、さらに、地上信号とＳＰＳ信
号の測定結果の組合せから、決定されてよい。
【００２８】
　以下でより詳細に説明されるように、ある例示的な実装形態によれば、モバイルデバイ
スは、許可ロケーションサーバから許可を取得して、許可ロケーションサーバに対するプ
ロキシロケーションサーバとして動作し得る別のロケーションサーバの使用に進むことが
できる。ある例示的な実装形態では、許可ロケーションサーバは、モバイルデバイスのＨ
－ＳＬＰであってよく、または、許可ロケーションサーバとして動作することをＨ－ＳＬ
Ｐによって許可されたロケーションサーバ（たとえば、Ｄ－ＳＬＰ）であってよい。プロ
キシロケーションサーバは、許可ロケーションサーバのプロキシとしての役割において、
１つまたは複数の他のロケーションサーバを、モバイルデバイスによる位置特定サービス
関連のアクセスに対して許可されているものとして、さらに識別することができる。さら
に、プロキシロケーションサーバは、許可ロケーションサーバのプロキシとしての役割に
おいて、プロキシロケーションサーバによって識別されるロケーションサーバの１つまた
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は複数を介して続いて取得され得るいくつかの位置特定サービスに関する情報を、モバイ
ルデバイスからさらに取得することができる。
【００２９】
　ある例示的な実装形態では、モバイルデバイスが許可ロケーションサーバから許可を取
得し、許可ロケーションサーバに対するプロキシロケーションサーバとして動作する別の
ロケーションサーバの使用に進むと、モバイルデバイスは、ロケーションサーバの第１の
セットを示す第１のメッセージをプロキシロケーションサーバに送信することができ、そ
れに応答して、モバイルデバイスによる位置特定サービス関連のアクセスに対して許可さ
れているものとしてロケーションサーバの第２のセットを示す第２のメッセージを、プロ
キシロケーションサーバから受信することができる。たとえば、ロケーションサーバの第
１のセットは、（ｉ）プロキシロケーションサーバがモバイルデバイスに対して以前に許
可した可能性のある１つまたは複数のロケーションサーバのセットＳ１と、（ｉｉ）モバ
イルデバイスが発見し、以前にアクセスし、かつ／またはそうでなければ認識するように
なった可能性のあるロケーションサーバを場合によっては含む、モバイルデバイスが許可
されることを望み得る１つまたは複数のロケーションサーバのセットＳ２と、（ｉｉｉ）
モバイルデバイスがアクセスできなかった、または以前にアクセスしたが適正なサービス
を提供しなかったロケーションサーバを場合によっては含む、モバイルデバイスが許可さ
れないことを望み得る１つまたは複数のロケーションサーバのセットＳ３とを識別するこ
とができる。いくつかの実装形態では、セットＳ１中のロケーションサーバの１つまたは
複数は、セットＳ２またセットＳ３中に現れ得る。しかしながら、セットＳ２とセットＳ
３の両方に現れるセットＳ１中のロケーションサーバは存在しないことがある。いくつか
の他の例では、ロケーションサーバの第１のセットは、空集合を備え得る。ロケーション
サーバの第２のセットは、たとえば、プロキシロケーションサーバがモバイルデバイスに
よる使用のために許可している１つまたは複数のロケーションサーバを識別することがで
きる。いくつかの実装形態では、ロケーションサーバの第２のセットは、モバイルデバイ
スによる使用のためにプロキシロケーションサーバによって以前に許可されたロケーショ
ンサーバのセットＳ１を置き換えることができる。いくつかの例では、ロケーションサー
バの第１のセットにおいて識別されるロケーションサーバの１つまたは複数はまた、プロ
キシロケーションサーバが以前に許可されたロケーションサーバを再許可することを望む
場合、ロケーションサーバの第２のセットにも含まれ得る。いくつかの例では、第２のセ
ット中の１つまたは複数のロケーションサーバを使用するための許可は、たとえば、時間
、場所、サービスなどに関連する様々なパラメータに基づいて、条件付きであり得る。ロ
ケーションサーバの第２のセットを取得すると、モバイルデバイスは、１つまたは複数の
ロケーションサービスに対して第２のセット中で識別されたそのような「許可された」ロ
ケーションサーバの１つまたは複数に、選択的にアクセスすることができる。
【００３０】
　いくつかの例示的な実装形態によれば、本明細書で提供される技法は、ホームＳＵＰＬ
位置特定プラットフォーム（Ｈ－ＳＬＰ）のすべてもしくは一部、発見されたＳＵＰＬ位
置特定プラットフォーム（Ｄ－ＳＬＰ）のすべてもしくは一部、緊急ＳＵＰＬ位置特定プ
ラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）のすべてもしくは一部、および／またはこれらの同様の何
らかの組合せによって表される許可ロケーションサーバを有する環境において適用され得
る。加えて、いくつかの例示的な実装形態では、プロキシロケーションサーバは、Ｄ－Ｓ
ＬＰおよび／またはＥ－ＳＬＰを備えてよく、ロケーションサーバの第１のセットおよび
／またはロケーションサーバの第２のセットの中の少なくとも１つのロケーションサーバ
は、Ｄ－ＳＬＰおよび／またはＥ－ＳＬＰを備え得る。さらに、いくつかの例示的な実装
形態では、モバイルデバイスは、ＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）を備え得る。
【００３１】
　したがって、いくつかの例示的な実装形態では、第１のメッセージは、ＳＵＰＬ　ＳＴ
ＡＲＴメッセージ、ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージおよび／または同様のものを備え
てよく、第２のメッセージは、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージ、ＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲ
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ＥＤ　ＳＴＯＰメッセージおよび／または同様のものを備えてよい。いくつかの例では、
第１のメッセージはたとえば、ロケーションサーバの第２のセットにおいて１つまたは複
数のロケーションサーバが許可されていると識別する際にプロキシロケーションサーバに
よって考慮され得る、モバイルデバイスの概略的な推定位置および／または同様のものを
さらに示し得る。いくつかの例では、第１のメッセージはたとえば、ロケーションサーバ
の第２のセットにおいて１つまたは複数のロケーションサーバが許可されていると識別す
る際にプロキシロケーションサーバによって考慮され得る、モバイルデバイスによる使用
が可能にされ得る１つまたは複数のアクセスネットワークをさらに示し得る。いくつかの
例では、第１のメッセージはたとえば、１つまたは複数の所望の位置特定サービスに関連
し得る、かつ、したがってロケーションサーバの第２のセットにおいて１つまたは複数の
ロケーションサーバが許可されていると識別する際にプロキシロケーションサーバによっ
て考慮され得る、Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ）パラメータ
および／または同様のものをさらに示し得る。
【００３２】
　いくつかの他の例示的な実装形態では、ロケーションサーバの第１のセットは、位置特
定サービス関連のアクセスのために、（たとえば、許可ロケーションサーバ、現在のまた
は何らかの他のプロキシロケーションサーバなどによって）以前に許可された１つまたは
複数のロケーションサーバを備えることができ、かつ／またはそうでなければ識別するこ
とができる。いくつかの例示的な実装形態では、ロケーションサーバの第１のセットは、
何らかの理由でモバイルデバイスに対して好ましいまたは好ましくない可能性のある１つ
または複数のロケーションサーバを備えることができ、かつ／またはそうでなければ識別
することができる。
【００３３】
　ある例示的な実装形態では、第２のメッセージはさらに、ロケーションサーバの第２の
セットを介したアクセスに対して許可され得る位置特定サービスのアクセス優先権（たと
えば、プロキシロケーションサーバと関連付けられる）を示し得る。いくつかの例示的な
実装形態では、第２のメッセージはさらに、ロケーションサーバの第２のセット中の１つ
または複数のロケーションサーバに選択的にアクセスする際にモバイルデバイスによって
考慮され得る、優先度の順番および／または１つもしくは複数の優先度パラメータを示し
得る。
【００３４】
　いくつかの例示的な実装形態では、第２のメッセージはさらに、ロケーションサーバの
第２のセット中の１つまたは複数のロケーションサーバに選択的にアクセスする際にモバ
イルデバイスによって考慮され得る、いくつかの動作情報および／または状態情報を示し
得る。たとえば、いくつかの例では、第２のメッセージはさらに、ロケーションサーバの
第２のセット中の許可されたロケーションサーバの１つまたは複数に適用可能であり得る
、サービス期間、サービスエリア、および／または他の同様の情報もしくはこれらの何ら
かの組合せを示し得る。たとえば、いくつかの例では、第２のメッセージはさらに、モバ
イルデバイスによる使用が可能にされ得るアクセスネットワークのリストのすべてまたは
一部を備えることができ、またはそうでなければ示すことができ、たとえば、そのような
アクセスネットワークの１つは、特定の許可されたロケーションサーバにアクセスするた
めの条件として、モバイルデバイスによってアクセスされるべきである。いくつかの例示
的な実装形態では、第２のメッセージはさらに、いくつかのロケーションサーバに接続す
るかどうか、またはそうでなければアクセスするかどうかを決定する際にモバイルデバイ
スによって考慮され得る、いくつかの制御パラメータおよび／または同様のものを示し得
る。たとえば、最小再試行期間は、モバイルデバイスが第１のメッセージをプロキシロケ
ーションサーバに再送信する前に経過すべき、最小のまたはそうでなければ予想される期
間を示し得る。
【００３５】
　言及されたように、いくつかの例示的な実装形態では、モバイルデバイスは、モバイル
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デバイスが許可ロケーションサーバの１つまたは複数（たとえば、ロケーションサーバの
第２のセット中の）からの１つまたは複数の位置特定サービスのすべてまたは一部にアク
セスしたことを示す、１つまたは複数の後続のメッセージをプロキシロケーションサーバ
に送信することができる。いくつかの非限定的な例として、後続のメッセージが、モバイ
ルデバイスがロケーションサーバの前記第２のセット中の許可されたロケーションサーバ
に、初めて、かつ／または、ロケーションサーバの第２のセット中の別のロケーションサ
ーバにアクセスした後初めて、アクセスしたことに応答して、送信され得る。
【００３６】
　いくつかの例示的な実装形態では、許可ロケーションサーバのプロキシロケーションサ
ーバとして使用されるのを許可されている可能性のある、ロケーションサーバの１つまた
は複数のコンピューティングデバイスによって使用され得る、技法が提供される。たとえ
ば、プロキシロケーションサーバは、モバイルデバイスから第１のメッセージを取得する
ことができ、ロケーションサーバはそのモバイルデバイスのために許可ロケーションサー
バのプロキシロケーションサーバを備える。ここで、たとえば、上の例で言及されたよう
に、第１のメッセージはロケーションサーバの第１のセットを示し得る。プロキシロケー
ションサーバは、たとえば、ロケーションサーバの第１のセットに少なくとも一部基づい
て、ロケーションサーバの第２のセットを決定し、第２のメッセージをモバイルデバイス
に送信することができる。たとえば、第２のメッセージは、ロケーションサーバの第２の
セットがモバイルデバイスによる位置特定サービス関連のアクセスに対して許可されるこ
とを示し得る。
【００３７】
　本明細書の例から、いくつかの例示的な実装形態では、複数のロケーションサーバが、
許可ロケーションサーバのプロキシロケーションサーバとして許可されることは可能であ
り得ることを理解されたい。したがって、たとえば、いくつかの例では、許可ロケーショ
ンサーバは、１つまたは複数のプロキシロケーションサーバを許可することができる。さ
らに、たとえば、いくつかの例では、そのようなプロキシロケーションサーバの１つまた
は複数は、それ自体で、元の許可ロケーションサーバのプロキシロケーションサーバとし
て１つまたは複数の他のロケーションサーバを許可することができ、かつ／または、その
プロキシロケーションサーバ自体を許可することができる。
【００３８】
　図１に注目し、図１は、ある実装形態による、１つまたは複数のコンピューティングデ
バイス１０２／１３０によって提供され得るいくつかの位置特定サービス１３４および／
または他の同様の情報にアクセスする際に使用するモバイルデバイス１０４を含む、例示
的な環境１００を示す概略的なブロック図である。この例では、（１つまたは複数の）コ
ンピューティングデバイス１０２は、許可ロケーションサーバを表すものであってよく、
（１つまたは複数の）他のコンピューティングデバイス１３０は、１つまたは複数がプロ
キシロケーションサーバとして（１つまたは複数の）コンピューティングデバイス１０２
によって許可され得る、１つまたは複数の許可ロケーションサーバを表すものであってよ
い。図１には示されないが、（１つまたは複数の）コンピューティングデバイス１０２が
１つまたは複数のロケーションサーバ１３４を備えてよく、かつ／または（１つまたは複
数の）他のコンピューティングデバイス１３０が装置１１２を備えてよいことを理解され
たい。
【００３９】
　このことに留意して、示されるように、モバイルデバイス１０４は、１つまたは複数の
ネットワーク１２０を介したコンピューティングデバイス１０２の装置１１２への第１の
メッセージの送信を開始するために少なくとも一部使用され得る、装置１１０を備え得る
。言及されるように、たとえば、第１のメッセージは、ロケーションサーバの第１のセッ
トおよび／または他の有用な可能性のある情報を備えることができ、またはそうでなけれ
ば示すことができる。コンピューティングデバイス１０２の装置１１２は、たとえば、１
つまたは複数のネットワーク１２０を介したモバイルデバイス１０４の装置１１０への第
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２のメッセージの送信を開始することができる。やはり、前に言及されたように、第２の
メッセージはたとえば、位置特定サービスへのアクセスを許可され得る、かつ／または許
可ロケーションサーバのプロキシロケーションサーバとして許可され得る、ロケーション
サーバの第２のセットを備えることができ、またはそうでなければ示すことができる。
【００４０】
　この例では、モバイルデバイス１０４は、ワイヤレス通信リンク１２２を介して（１つ
または複数の）ネットワーク１２０と通信しているものとして示され、（１つまたは複数
の）コンピューティングデバイス１０２および（１つまたは複数の）他のコンピューティ
ングデバイス１３０は各々、それぞれ有線通信リンク１０３および１３１を介して、（１
つまたは複数の）ネットワーク１２０と通信しているものとして示される。いくつかの実
装形態では、有線通信リンク１０３および／または１３１はワイヤレス通信リンクを表し
得ること、および／またはワイヤレス通信リンク１２２は有線通信リンクを表し得ること
を理解されたい。
【００４１】
　（１つまたは複数の）ネットワーク１２０は、１つまたは複数の通信ネットワークおよ
び／もしくはコンピューティングネットワーク、ならびに／またはこれらをサポートする
他のリソースを表し得る。たとえば、（１つまたは複数の）ネットワーク１２０は、１つ
もしくは複数の遠隔通信ネットワーク、１つもしくは複数の地上通信ネットワーク、１つ
もしくは複数のセルラー通信ネットワーク、１つもしくは複数の有線もしくはワイヤレス
ワイドエリアネットワーク、１つもしくは複数の衛星通信ネットワーク、インターネット
、および／または同様のものもしくはこれらの何らかの組合せを備え得る。（１つまたは
複数の）ネットワーク１２０は、たとえば、適用可能な有線通信リンクおよび／またはワ
イヤレス通信リンクをサポートし得る、複数の送信デバイスを備え得る。したがって、（
１つまたは複数の）ネットワーク１２０は、モバイルデバイス１０４、（１つまたは複数
の）コンピューティングデバイス１０２、および／または（１つまたは複数の）他のコン
ピューティングデバイス１３０に関して、様々なタイプのアクセスネットワークを備え得
る。
【００４２】
　図１はまた、モバイルデバイス１０４が、いくつかの例では、１つまたは複数の送信デ
バイス１４０から１つまたは複数のワイヤレス信号１４２を受信できることを示す。（１
つまたは複数の）送信デバイス１４０は、（１つまたは複数の）ネットワーク１２０のす
べてもしくは一部、１つまたは複数の位置特定サービス１３４のすべてもしくは一部、お
よび／または同様のものもしくはこれらの何らかの組合せと関連付けられる、１つまたは
複数の送信デバイスを表し得る。したがって、たとえば、（１つまたは複数の）送信デバ
イス１４０は、１つもしくは複数のセルラー基地局および／または同様のもの、１つもし
くは複数のワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）アクセスポイントおよび
／または同様のもの、１つもしくは複数のホーム基地局および／または同様のもの、１つ
もしくは複数の位置標識および／または同様のものなどを表し得る。ワイヤレス信号１４
２は、たとえば、モバイルデバイス１０４の位置を推定する際に少なくとも一部使用され
得る、ワイヤレス信号を表し得る。同様に、いくつかの例示的な実装形態において示され
るように、モバイルデバイス１０４は、１つまたは複数のＳＰＳ　１５０から１つまたは
複数のワイヤレス信号１５２を取得することができる。したがって、たとえば、ＳＰＳ　
１５０は、米国の全地球測位システム、欧州のＧａｌｉｌｅｏシステム、またはロシアの
Ｇｌｏｎａｓｓシステムのような、全地球航法衛星システム（ＧＮＳＳ）および／または
同様のものと関連付けられる、宇宙に置かれた、かつ／または地上に置かれた１つまたは
複数の送信デバイスを表し得る。したがって、モバイルデバイス１０４は、いくつかの状
況では、たとえば、様々な既知の技法を使用して、位置を推定する際に１つまたは複数の
ワイヤレス信号１４２および／または１５２を使用することができる。
【００４３】
　次に図２に注目し、図２は、ある実装形態による、たとえば図１のような（１つまたは
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複数の）コンピューティングデバイス１０２の一部および／または（１つまたは複数の）
他のコンピューティングデバイス１３０の一部として提供され得る、例示的なコンピュー
ティングプラットフォーム２００のいくつかの特徴を示す、概略的なブロック図である。
したがって、たとえば、コンピューティングプラットフォーム２００は、装置１１２を備
えることができ、かつ／または場合によっては、いくつかの位置特定サービス１３４を提
供し、かつ／もしくはそうでなければサポートすることができる。
【００４４】
　示されるように、コンピューティングプラットフォーム２００は、（たとえば、本明細
書で提供される技法による）データ処理を実行するための、１つまたは複数の接続２０６
を介してメモリ２０４に結合された１つまたは複数の処理ユニット２０２を備え得る。（
１つまたは複数の）処理ユニット２０２は、たとえば、ハードウェアまたはハードウェア
とソフトウェアの組合せで実装され得る。（１つまたは複数の）処理ユニット２０２は、
たとえば、データコンピューティング手順またはプロセスの少なくとも一部を実行するよ
うに構成可能な１つまたは複数の回路を表し得る。限定ではなく例として、処理ユニット
は、１つまたは複数のプロセッサ、コントローラ、マイクロプロセッサ、マイクロコント
ローラ、特定用途向け集積回路、デジタル信号プロセッサ、プログラマブル論理デバイス
、フィールドプログラマブルゲートアレイなど、またはこれらの任意の組合せを含み得る
。
【００４５】
　メモリ２０４は、任意のデータ記憶機構を表し得る。たとえば、メモリ２０４は、１次
メモリ２０４－１および／または２次メモリ２０４－２を含み得る。たとえば、１次メモ
リ２０４－１は、ランダムアクセスメモリ、読取り専用メモリなどを備え得る。この例で
は処理ユニットとは別個なものとして示されるが、１次メモリのすべてまたは一部は、（
１つまたは複数の）処理ユニット２０２またはコンピューティングデバイス１０２内の他
の同様の回路内に設けられてよく、または場合によっては、そのような回路と共設／結合
されてよいことを理解されたい。たとえば、２次メモリ２０４－２は、１次メモリおよび
／または１つもしくは複数のデータ記憶デバイスもしくはシステム、たとえば、ディスク
ドライブ、光ディスクドライブ、テープドライブ、ソリッドステートメモリドライブなど
と同一または同様のタイプのメモリを備え得る。いくつかの実装形態では、２次メモリは
、（非一時的）コンピュータ可読媒体２７０を動作可能に受容することができ、またはそ
うでなければそれに結合するように構成され得る。メモリ２０４および／またはコンピュ
ータ可読媒体２７０は、本明細書で提供されるようないくつかの例示的な技法のための、
コンピュータ実施可能命令２７２を備え得る。
【００４６】
　図２に示されるように、様々な時点で、メモリ２０４は、本明細書で提供されるような
いくつかの例示的な技法のために、データおよび／またはコンピュータ実施可能命令を表
すいくつかの信号を記憶することができる。たとえば、メモリ２０４は、装置１１２およ
び／または（１つまたは複数の）ロケーションサーバ１３４のための、データおよび／ま
たはコンピュータ実施可能命令を記憶することができる。さらなる例として、メモリ２０
４は、様々な時点において、ロケーションサーバの第１のセット２２０、ロケーションサ
ーバの第２のセット２２２、（たとえば、モバイルデバイス１０４の）推定位置２２４、
ＱｏＰパラメータ２２６、１つまたは複数の以前に許可されたロケーションサーバ２２８
、１つまたは複数の好まれるロケーションサーバ２３０、１つまたは複数の好まれないロ
ケーションサーバ２３２、１つまたは複数のロケーションサーバアドレス２３４、１つま
たは複数のアクセス選好２３６、１つまたは複数の優先度パラメータおよび／もしくは優
先度の順番２３８、１つまたは複数のサービング期間２４０、１つまたは複数のサービン
グエリア２４２、１つまたは複数のサービングネットワーク２４４、１つまたは複数の再
試行期間２４６、および／または同様のものもしくはこれらの何らかの組合せに関連して
表す、表現データおよび／または命令を記憶することができる。
【００４７】



(27) JP 5788531 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

　示されるように、コンピューティングプラットフォーム２００は、たとえば、１つまた
は複数のワイヤレス／ネットワークインターフェース２０８を備え得る。（１つまたは複
数の）ワイヤレス／ネットワークインターフェース２０８は、たとえば、（１つまたは複
数の）ネットワーク１２０（図１）を介して通信するために、有線信号および／またはワ
イヤレス信号を受信および／または送信する能力を提供することができる。したがって、
たとえば、いくつかの例では、（１つまたは複数の）ワイヤレス／ネットワークインター
フェース２０８は、特定の通信リンクをサポートするのに適用可能なものとして、１つも
しくは複数の受信機２１０、および／または１つもしくは複数の送信機２１２を備え得る
。
【００４８】
　次に図３に注目し、図３は、ある実装形態による、１つまたは複数のコンピューティン
グデバイス１０２／１３０（図１）によって提供され得るいくつかの位置特定サービス１
３４および／または他の同様の情報にアクセスする際に使用するモバイルデバイス１０４
によって提供され得る、例示的なコンピューティングプラットフォーム３００のいくつか
の特徴を示す概略的なブロック図である。
【００４９】
　示されるように、コンピューティングプラットフォーム３００は、（たとえば、本明細
書で提供される技法による）データ処理を実行するための、１つまたは複数の接続３０６
を介してメモリ３０４に結合された１つまたは複数の処理ユニット３０２を備え得る。（
１つまたは複数の）処理ユニット３０２は、たとえば、ハードウェアまたはハードウェア
とソフトウェアの組合せで実装され得る。（１つまたは複数の）処理ユニット３０２は、
たとえば、データコンピューティング手順またはプロセスの少なくとも一部を実行するよ
うに構成可能な１つまたは複数の回路を表し得る。限定ではなく例として、処理ユニット
は、１つまたは複数のプロセッサ、コントローラ、マイクロプロセッサ、マイクロコント
ローラ、特定用途向け集積回路、デジタル信号プロセッサ、プログラマブル論理デバイス
、フィールドプログラマブルゲートアレイなど、またはこれらの任意の組合せを含み得る
。
【００５０】
　メモリ３０４は、任意のデータ記憶機構を表し得る。たとえば、メモリ３０４は、１次
メモリ３０４－１および／または２次メモリ３０４－２を含み得る。たとえば、１次メモ
リ３０４－１は、ランダムアクセスメモリ、読取り専用メモリなどを備え得る。この例で
は処理ユニットとは別個なものとして示されるが、１次メモリのすべてまたは一部は、（
１つもしくは複数の）処理ユニット３０２またはコンピューティングデバイス１０４内の
他の同様の回路内に設けられてよく、または場合によっては、そのような回路と共設／結
合されてよいことを理解されたい。たとえば、２次メモリ３０４－２は、１次メモリおよ
び／または１つもしくは複数のデータ記憶デバイスもしくはシステム、たとえば、ディス
クドライブ、光ディスクドライブ、テープドライブ、ソリッドステートメモリドライブな
どと同一または同様のタイプのメモリを備え得る。いくつかの実装形態では、２次メモリ
は、（非一時的）コンピュータ可読媒体３７０を動作可能に受容することができ、または
そうでなければそれに結合するように構成され得る。メモリ３０４および／またはコンピ
ュータ可読媒体３７０は、本明細書で提供されるようないくつかの例示的な技法のための
、コンピュータ実施可能命令３７２を備え得る。
【００５１】
　図３に示されるように、様々な時点で、メモリ３０４は、本明細書で提供されるような
いくつかの例示的な技法のために、データおよび／またはコンピュータ実施可能命令を表
すいくつかの信号を記憶することができる。たとえば、メモリ３０４は、装置１１０のた
めのデータおよび／またはコンピュータ実施可能命令を記憶することができる。例として
、メモリ３０４は、様々な時点において、ロケーションサーバの第１のセット２２０’、
ロケーションサーバの第２のセット２２２’、推定位置２２４’、ＱｏＰパラメータ２２
６’、１つまたは複数の以前に許可されたロケーションサーバ２２８’、１つまたは複数
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の好まれるロケーションサーバ２３０’、１つまたは複数の好まれないロケーションサー
バ２３２’、１つまたは複数のロケーションサーバアドレス２３４’、１つまたは複数の
アクセス選好２３６’、１つまたは複数の優先度パラメータおよび／もしくは優先度の順
番２３８’、１つまたは複数のサービス期間２４０’、１つまたは複数のサービングエリ
ア２４２’、１つまたは複数のサービングネットワーク２４４’、１つまたは複数の再試
行期間２４６’、および／または同様のものもしくはこれらの何らかの組合せに関連して
表す、表現データおよび／または命令を記憶することができる。図２および図３の先行の
例示的な実装形態において、いくつかのデータ項目および／または命令に対して同一の参
照番号が使用されてきたが、それは単に読みやすくするために行われたものである。した
がって、いくつかの例では、１つまたは複数のそのようなデータ項目および／または命令
は異なり得ることに留意すべきである。その結果、図３に示される例示的なデータ項目お
よび／または命令はさらに、そのようなデータ項目および／または命令が、図２で同様に
参照されるデータ項目および／または命令とは異なり得ることを示すために、プライム記
号を使用して参照される。
【００５２】
　示されるように、モバイルデバイス１０４は、たとえば、ワイヤレスインターフェース
３０８を備え得る。ワイヤレスインターフェース３０８は、たとえば、有線信号および／
またはワイヤレス信号を受信および／または送信するための能力を提供して、たとえば、
（１つまたは複数の）ネットワーク１２０を介して通信し、かつ／または、１つまたは複
数の送信機デバイス１４０ワイヤレス信号１４２を取得し、かつ／または、１つまたは複
数のＳＰＳ　１５０（図１）ワイヤレス信号１５２を取得することができる。ワイヤレス
インターフェース３０８は、限定はされないが、ＧＳＭ（登録商標）、ＵＭＴＳ、ＣＤＭ
Ａ、ＬＴＥ、ＷＣＤＭＡ(登録商標）、およびＣＤＭＡ　２０００のようなワイドエリア
ネットワーク（ＷＡＮ）のためのインターフェース、ならびに、ＷｉＦｉおよびＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（登録商標）のようなパーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）のためのイン
ターフェースを場合によっては含む、１つまたは複数のインターフェースから成っていて
よい。同時に、または個別に使用され得る、複数のワイヤレスインターフェースおよび／
または有線インターフェース３０８が存在し得ることも、理解される。実際に、いくつか
の実装形態では、モバイルデバイスは有線インターフェース（たとえば、イーサネット（
登録商標）、ＤＳＬ、ケーブルなど）を使用してＳＵＰＬ技術にアクセスできることに留
意すべきである。いくつかの実装形態では、ワイヤレスインターフェース３０８はまた、
受信機デバイス（および／または送受信機デバイス）として、同時に、かつ／または交互
に動作して、場所特定および／または他の測位／ナビゲーションサービスにおいて使用す
るために、１つまたは複数の送信デバイスから信号１４２／１５２（図１）を得ることが
できる。いくつかの例示的な実装形態では、ワイヤレスインターフェース３０８は、１つ
または複数の有線ネットワークインターフェースを表し得る。示されるように、（１つま
たは複数の）ワイヤレスインターフェース３０８は、１つもしくは複数の受信機３１０お
よび／または１つもしくは複数の送信機３１２を備え得る。
【００５３】
　さらなる例として、（１つまたは複数の）ワイヤレスインターフェース３０８、（１つ
または複数の）有線／ワイヤレスインターフェース２０８、および／または（１つまたは
複数の）ネットワーク１２０のすべてまたは一部は、ワイヤレスワイドエリアネットワー
ク（ＷＷＡＮ）、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、ワイヤレスパー
ソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）などのような様々なワイヤレス通信ネットワーク
との使用のために構成され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、本
明細書では互換的に使用されることがある。ＷＷＡＮは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）
ネットワーク、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭ
Ａ）ネットワーク、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、シングルキャ
リア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワークなどであってよい。ＣＤＭＡネ
ットワークは、単にいくつかの無線技術を挙げると、ｃｄｍａ２０００、広帯域ＣＤＭＡ
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（ＷＣＤＭＡ）、時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）のような、１つまた
は複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を実装し得る。ここで、ｃｄｍａ２０００は、米国
電気通信工業会（ＴＩＡ）ＩＳ－９５規格、ＩＳ－２０００規格、およびＩＳ－８５６規
格に従って実装される技術を含み得る。ＴＤＭＡネットワークは、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ）、Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ（Ｄ－ＡＭＰＳ）、
または何らかの他のＲＡＴを実装し得る。ＧＳＭおよびＷＣＤＭＡは、「３ｒｄ　Ｇｅｎ
ｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ」（３ＧＰＰ）という名称の
組織からの文書に記載されている。ｃｄｍａ２０００は、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　２」（３ＧＰＰ２）という名称の組織か
らの文書に記載されている。３ＧＰＰおよび３ＧＰＰ２の文書は公に入手可能である。た
とえば、ＷＬＡＮは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｘネットワークを含んでよく、ＷＰＡＮは、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ネットワーク、ＩＥＥＥ８０２．１５ｘを含んでよい。
ワイヤレス通信ネットワークは、たとえば、３ＧＰＰ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕ
ｔｉｏｎ（ＬＴＥ）、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄ、ＩＥＥＥ　８０２．１６　
ＷｉＭＡＸ、３ＧＰＰ２　Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ（ＵＭＢ）、
および／または同様のもののような、いわゆる次世代技術（たとえば、「４Ｇ」）を含み
得る。加えて、示されたように、ＳＵＰＬ技術をサポートする環境では、少なくとも一部
、本明細書で提供される技法も実装され得る。
【００５４】
　示されるように、コンピューティングプラットフォーム３００は、１つまたは複数の入
力／出力ユニット３１４備え得る。入力／出力ユニット３１４は、たとえば、キーパッド
、タッチスクリーン、様々なボタン、様々なインジケータ、ディスプレイスクリーン、ス
ピーカー、マイクロフォン、プロジェクタ、カメラ、振動機構などのような、１つまたは
複数のユーザインターフェースを備え得る。ある例示的な実装形態では、入力／出力ユニ
ット３１４は、１つまたは複数の慣性センサ（たとえば、加速度計、ジャイロスコープな
ど）、１つまたは複数の環境センサ（たとえば、温度計、圧力計、磁力計など）を備え得
る。
【００５５】
　コンピューティングプラットフォーム３００は、環境１００内で動き回り得る任意の電
子デバイスを表す、モバイルデバイス１０４の形式をとり得る。たとえば、モバイルデバ
イス１０４は、携帯電話、スマートフォン、ラップトップコンピュータ、タブレットコン
ピュータ、測位／ナビゲーションデバイス、追跡デバイス、および／または同様のものも
しくはこれらの何らかの組合せのような、ハンドヘルドコンピューティングデバイスおよ
び／または通信デバイスを備え得る。いくつかの例示的な実装形態では、モバイルデバイ
ス１０４は、回路基板、電子チップなどの一部であってよい。モバイルデバイス１０４は
、モバイル端末、端末、移動局、移動装置またはユーザ装置と呼ばれ得る。
【００５６】
　次に図４に注目し、図４は、たとえば、図１の環境１００の中で、またはその一部とし
て提供され得る、例示的な環境４００を示す概略的なブロック図である。環境４００は、
たとえば、ある実装形態による、ＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）４０２として表されるモバ
イルデバイスともに使用される複数のＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（ＳＬＰ）（た
とえば、４０６、４０９および４１０）を使用して、ＳＵＰＬ技術をサポートするために
提供され得る。言及されたように、図１の（１つまたは複数の）ネットワーク１２０は１
つまたは複数のネットワークを備えてよく、この例では、その１つまたは複数のネットワ
ークは、ＳＥＴ　４０２のホームネットワーク４０４および／または１つもしくは複数の
アクセスネットワーク４０８を含み得る。アクセスネットワーク４０８中の１つまたは複
数のネットワークは、ＳＥＴ　４０２のサービングネットワークとして動作し、音声とデ
ータ呼とを発信し受信する能力、インターネットにアクセスする能力、ならびにＳＬＰ　
４０６、４０９、および４１０に接続する能力のような、通信サービスを提供することが
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できる。ホームネットワーク４０４は、ＳＥＴ　４０２が、アクセスネットワーク４０８
によって提供される通信サービスに対して永続的に登録し加入する、ネットワークであり
得る。いくつかの場合には、ＳＥＴ　４０２はホームネットワーク４０４にアクセスする
ことができ、その場合、ホームネットワーク４０４はアクセスネットワーク４０８の１つ
になる。別個の雲のアイコンを使用して示されるが、相互接続する点線によって示される
ように、ホームネットワーク４０４および１つまたは複数のアクセスネットワーク４０８
は、相互接続され、かつ／またはそうでなければ、何らかの方式で動作可能に通信し得る
。ホームネットワーク４０４は、１つまたは複数のアクセスネットワーク４０８と、いく
つかの共通のカバレッジエリアを共有することもしないこともあり、アクセスネットワー
ク４０８は、互いにいくつかの共通のカバレッジエリアを共有することもしないこともあ
る。したがって、時には、ＳＥＴ　４０２は、いくつかのネットワークのカバレッジエリ
ア内の位置にあることがあるが、他のネットワークのカバレッジエリア内の位置にはない
ことがある。
【００５７】
　ＳＥＴ　４０２は、図１のモバイルデバイス１０４に対応し得る（たとえば、その具体
的な例であり得る）。Ｈ－ＳＬＰ　４０６は、図１の（１つまたは複数の）コンピューテ
ィングデバイス１０２に対応し得る。プロキシＳＬＰ　４０９およびＤ－ＳＬＰまたはＥ
－ＳＬＰ　４１０は、図１の他のコンピューティングデバイス１３０に対応し得る。（１
つまたは複数の）アクセスネットワーク４０８およびホームネットワーク４０４は、図１
の（１つまたは複数の）ネットワーク１２０に対応し得る。ＳＥＴ　４０２は、ホームネ
ットワーク４０４と（１つまたは複数の）ネットワーク４０８の両方に対するワイヤレス
アクセスを有するものとして図４に示されるが、ＳＥＴ　４０２は、任意の特定の時間に
おいて、ホームネットワーク４０４、または（１つまたは複数の）アクセスネットワーク
４０８中の１つのネットワークにしか、直接のワイヤレスまたは有線アクセスを有さない
ことがある。この場合、ＳＥＴ　４０２は、ＳＥＴ　４０２が（１つまたは複数の）アク
セスネットワーク４０８またはホームネットワーク４０４からの通信を介した直接のアク
セスを有さないネットワークと接続されたエンティティ、またはそのようなネットワーク
と関連付けられたエンティティにアクセスすることができる。そのような通信は、インタ
ーネットのような、図４に示されない他のネットワークを通じて転送され得る。
【００５８】
　Ｈ－ＳＬＰ　４０６は、ＳＥＴ　４０２が、支援データの転送およびＳＥＴ　４０２の
位置の決定のような、ＳＵＰＬを使用した位置特定サービスを受け取るために加入する、
ＳＬＰであり得る。プロキシＳＬＰ　４０９およびＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰ　４１０
は、いくつかのエリアにおいてＨ－ＳＬＰ　４０６よりも良好な位置特定サービスをＳＥ
Ｔ　４０２に提供できるＳＬＰであってよく、本明細書において以下でさらに説明される
ように、そのような位置特定サービスを提供することを許可され得る。
【００５９】
　この例では、ＳＥＴ　４０２は、たとえば、ホームネットワーク４０４を介して、第１
のメッセージ４２０をＨ－ＳＬＰ　４０６に送信することができる。前に言及されたよう
に、第１のメッセージ４２０は、ロケーションサーバの第１のセットを備えることができ
、かつ／またはそうでなければ識別することができる。やはり言及されたように、いくつ
かの例では、ロケーションサーバの第１のセットは、空集合を備え得る。Ｈ－ＳＬＰ　４
０６はたとえば、ロケーションサーバの第１のセットに少なくとも一部基づいて、ロケー
ションサーバの第２のセットを決定することができる。Ｈ－ＳＬＰ　４０６は、たとえば
、ホームネットワーク４０４を使用して、第２のメッセージ４２４をＳＥＴ　４０２に送
信することができる。ここで、たとえば、第２のメッセージ４２４が、ＳＥＴ　４０２に
よるアクセスを許可されているものとして、１つまたは複数のアクセスネットワーク４０
８を使用してアクセス可能であり得るＳＬＰ　４０９を含むロケーションサーバの第２の
リストを備え、かつ／またはそうでなければ識別すると仮定される。
【００６０】
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　この例では、ＳＬＰ　４０９は、Ｄ－ＳＬＰおよび／またはＥ－ＳＬＰを表すものであ
ってよく、Ｈ－ＳＬＰ　４０６のプロキシロケーションサーバとして動作するように、第
２のメッセージ４２４において許可される。したがって、Ｈ－ＳＬＰ　４０６からの許可
を受け取ると、ＳＥＴ　４０２は、１つまたは複数のアクセスネットワーク４０８を介し
て、またはホームネットワーク４０４を介して、「プロキシ」ＳＬＰ　４０９にさらにア
クセスするために、追加のメッセージを開始することができる。たとえば、ＳＥＴ　４０
２は、何らかの後の時点で、ロケーションサーバの第１のセットを示す第１のメッセージ
４３０を、プロキシＳＬＰ　４０９に送ることができる。プロキシＳＬＰ　４０９はたと
えば、ロケーションサーバの第１のセットに少なくとも一部基づいて、ロケーションサー
バの第２のセットを決定し、たとえば、１つまたは複数のアクセスネットワーク４０８も
しくはホームネットワーク４０４を使用して、第２のメッセージ４３４をＳＥＴ　４０２
に送信することができる。ここで、たとえば、第２のメッセージ４３４が、ＳＥＴ　４０
２によるアクセスを（プロキシＳＬＰ　４０９によって）許可されているものとして、Ｓ
ＬＰ　４１０を含むロケーションサーバの第２のリストを備え、かつ／またはそうでなけ
れば識別すると仮定される。
【００６１】
　いくつかの実装形態によれば、ＳＬＰ　４０９にアクセスしたＳＥＴ　４０２は、１つ
または複数の後続のメッセージ４２６を使用して、そのような許可されたアクセスが発生
したことを伝えることができ、１つまたは複数の後続のメッセージ４２６は、ホームネッ
トワーク４０４を介してＨ－ＳＬＰ　４０６に送信され得る。
【００６２】
　第２のメッセージ４３４において、プロキシＳＬＰ　４０９からＳＬＰ　４１０にアク
セスするための許可を受信したＳＥＴ　４０２は、何らかの後の時点で、たとえば、適用
可能な位置特定サービスなどを取得するために、選択的にＳＬＰ　４１０にアクセスする
ことができる。したがって、たとえば、１つまたは複数のＳＵＰＬセッションおよび／ま
たは同様のものが実行されてよく、それを通じて、ＳＥＴ　４０２の推定位置が、ＳＥＴ
　４０２の内部のＳＵＰＬエージェント（図４に示されない）または外部のＳＵＰＬエー
ジェント４１２に対して、たとえば、ＳＬＰ　４１０および／または他の（１つまたは複
数の）サポーティングネットワークを介して取得され、かつ／またはそうでなければ選択
的に提供され得る。ＳＵＰＬエージェントがＳＥＴ　４０２の内部にある場合、ＳＥＴ　
４０２は、ＳＬＰ　４１０とのＳＵＰＬセッションを開始して、位置推定を取得すること
ができ、ＳＥＴ　４０２は、特定の位置特定サービス（たとえば、内部のＳＵＰＬエージ
ェントの位置推定を取得すること）がプロキシＳＬＰ　４０９によってＳＬＰ　４１０に
対して許可されていることを検証する必要があり得る。位置推定が、代わりに外部のＳＵ
ＰＬエージェント４１２に提供される場合、ＳＬＰ　４１０は、（位置推定を取得するた
めに）ＳＥＴ　４０２とのＳＵＰＬセッションを開始することができ、ＳＥＴ　４０２は
、特定の位置特定サービス（たとえば、外部のＳＵＰＬエージェントの代わりに位置推定
を取得すること）がプロキシＳＬＰ　４０９によって許可されたことを検証する必要があ
り得る。
【００６３】
　ある実装形態によれば、（たとえば、上で説明された例示的なサービスのために）ＳＬ
Ｐ　４１０にアクセスしたＳＥＴ　４０２は、１つまたは複数の後続のメッセージ４３６
を使用して、そのような許可されたアクセスが発生したこと伝えることができ、１つまた
は複数の後続のメッセージ４３６は、１つまたは複数のアクセスネットワーク４０８を介
して、プロキシＳＬＰ　４０９またはＨ－ＳＬＰ　４０６または両方のＳＬＰに送信され
得る。
【００６４】
　次に図５に注目し、図５は、ある実装形態による、たとえば図１のようなコンピューテ
ィングデバイス１３０および／またはたとえば図４のようなプロキシＳＬＰ　４０９のた
めの、処理または方法５００のいくつかの特徴を示す流れ図である。
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【００６５】
　例示的なブロック５０２において、第１のメッセージは、モバイルデバイスからロケー
ションサーバによって取得されてよく、そのロケーションサーバは、そのモバイルデバイ
スに対して、許可ロケーションサーバに対するプロキシロケーションサーバを備える。こ
こで、たとえば、第１のメッセージは、ロケーションサーバの第１のセットを備えてよく
、またはそうでなければ示してよい。しかしながら、言及されたようにいくつかの例では
、ロケーションサーバの第１のセットは、空集合を備え得る。いくつかの例では、本明細
書で使用される第１のメッセージは、１つまたは複数の送信されたメッセージを備え得る
ことを理解されたい。
【００６６】
　例示的なブロック５０４において、ロケーションサーバの第２のセットが、ロケーショ
ンサーバの第１のセットに少なくとも一部基づいて決定され得る。いくつかの例示的な実
装形態では、ブロック５０６において、ブロック５０４における決定はさらに、たとえば
、モバイルデバイスの推定位置、モバイルデバイスによる使用が可能な１つまたは複数の
アクセスネットワーク、ＱｏＰパラメータ、および／または同様のものもしくはこれらの
何らかの組合せのような、追加の情報を考慮することができる。いくつかの例では、ブロ
ック５０８において、モバイルデバイスの推定位置が取得され得る。
【００６７】
　例示的なブロック５１０において、ロケーションサーバの第２のセットを、モバイルデ
バイスによる位置特定サービス関連のアクセスに対して許可されるものとして示す第２の
メッセージが、モバイルデバイスに送信され得る。いくつかの例示的な実装形態では、ブ
ロック５１２において、第２のメッセージはさらに、アクセス優先度、優先度の順番、サ
ービス期間、サービスエリア、いくつかのアクセスネットワーク、最小再試行期間、およ
び／または同様のものもしくはこれらの何らかの組合せを示し得る。いくつかの例では、
本明細書で使用される第２のメッセージは、１つまたは複数の送信されたメッセージを備
え得ることを理解されたい。
【００６８】
　例示的なブロック５１４において、モバイルデバイスによる許可されたロケーションサ
ーバの少なくとも１つの位置特定サービス関連のアクセスの発生を示す後続のメッセージ
が、モバイルデバイスから取得され得る。
【００６９】
　次に図６に注目し、図６は、ある実装形態による、たとえば図１のようなモバイルデバ
イス１０４および／またはたとえば図４のようなＳＥＴ　４０２のための、処理または方
法６００のいくつかの特徴を示す流れ図である。
【００７０】
　例示的なブロック６０２において、許可を許可ロケーションサーバ（たとえば、図４の
Ｈ－ＳＬＰ　４０６）から取得して、許可ロケーションサーバのプロキシロケーションサ
ーバであるロケーションサーバ（たとえば、図４のＳＬＰ　４０９）を使用することがで
きる。例として、許可は、ロケーションサーバの１つまたは複数のセットを備える、かつ
／またはそうでなければ識別する、１つまたは複数のメッセージを介して、許可ロケーシ
ョンサーバから取得され得る。
【００７１】
　例示的なブロック６０４において、ロケーションサーバの第１のセットを示す第１のメ
ッセージが、プロキシロケーションサーバに送信され得る。いくつかの実装形態では、ロ
ケーションサーバの第１のセットは、空集合を備え得る。さらに、いくつかの実装形態で
は、第１のメッセージは、プロキシロケーションサーバによって考慮され得る追加の情報
を備え得る。本明細書で使用される場合、そのような第１のメッセージは、１つまたは複
数の送信されたメッセージを備え得る。
【００７２】
　例示的なブロック６０６において、ロケーションサーバの第２のセットを、モバイルデ
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バイスによる位置特定サービス関連のアクセスに対して許可されているものとして示す第
２のメッセージが、プロキシロケーションサーバから取得され得る。本明細書で使用され
る場合、そのような第２のメッセージは、１つまたは複数の送信されたメッセージを備え
得る。
【００７３】
　例示的なブロック６０８において、ロケーションサーバの第２のセットからの１つまた
は複数のロケーションサーバは、情報から、１つもしくは複数の位置特定サービスおよび
／または他の同様のもののために選択的にアクセスされ得る。
【００７４】
　例示的なブロック６１０において、モバイルデバイスによる許可されたロケーションサ
ーバの少なくとも１つの位置特定サービス関連のアクセスの発生を示す後続のメッセージ
が、プロキシロケーションサーバおよび／または許可ロケーションサーバに送信され得る
。本明細書で使用される場合、そのような後続のメッセージは、１つまたは複数の送信さ
れたメッセージを備え得る。
【００７５】
　ＳＬＰ（たとえば、Ｄ－ＳＬＰおよび／またはＥ－ＳＬＰ）の発見は、限定はされない
がユーザによるデジタル的な発見（たとえば、ウェブサーフィン、スキャニングまたはＱ
Ｒコード(登録商標）など）を含む、多数の異なる方法で行われ得ると考えられる。発見
は、Ｈ－ＳＬＰに由来することもあり、またはそうでなければそれによってサポートされ
ることもある。たとえば、Ｈ－ＳＬＰは、ＳＥＴによって問い合わされたとき、Ｄ－ＳＬ
Ｐアドレスまたは他の同様の識別子を提供し、ＳＥＴをＤ－ＳＬＰにリダイレクトし、Ｓ
ＥＴによってすでに発見されているＤ－ＳＬＰアドレスまたは他の同様の識別子を、たと
えば、問い合わせ／応答機構を介して、解釈および／または検証することができる。いく
つかの例では、発見は、アクセスネットワークの１つまたは複数のリソースに由来するこ
とがあり、またはそうでなければそれによってサポートされることがある。たとえば、ア
クセスネットワークは、ユーザが（たとえば、ＬＴＥ　Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔメッ
セージを使用して）接続したとき、Ｄ－ＳＬＰアドレスまたは他の同様の識別子を提供す
ることができ、かつ／または、ＳＥＴが、ＤＨＣＰおよび／または同様のものを介して、
Ｄ－ＳＬＰアドレスまたは他の同様の識別子を問い合わせることを可能にし得る。別の例
では、アクセスネットワークと関連付けられる固定フォーマットのＤ－ＳＬＰアドレスお
よび／または同様の識別子（たとえば、モバイル国コード識別子およびアクセスネットワ
ークのモバイルネットワークコード識別子を含む）も、ＤＮＳおよび／または同様のもの
を介した発見のためのＳＵＰＬにおけるデフォルトのＥ－ＳＬＰアドレスの識別子と同様
に定義され得る。
【００７６】
　ＳＥＴによって発見され、かつ／またはＨ－ＳＬＰもしくはプロキシＤ－ＳＬＰによっ
て許可される、Ｄ－ＳＬＰアドレスまたはＥ－ＳＬＰアドレスは、Ｆｕｌｌｙ　Ｑｕａｌ
ｉｆｉｅｄ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｎａｍｅ（ＦＱＤＮ）のような全世界的に固有のアドレスで
あってよく、またはＩＰアドレスであってよく、または特定の（たとえば、既知のまたは
デフォルトの）ネットワークまたは通信技術に特有のアドレスであってよい。
【００７７】
　上述の方法は、可能性のある緊急の通話の前に、Ｅ－ＳＬＰアドレスを発見または検証
するためにも使用され得る。したがって、たとえば、局所的なＳＬＰの様々な変形として
、Ｄ－ＳＬＰとＥ－ＳＬＰとを扱うことを考えることができる。したがって、局所的なＳ
ＬＰは、Ｄ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰまたはこれら両方として機能し得る。
【００７８】
　本明細書で提供される技法はまた、さらなるＨ－ＳＬＰのサポートを提供することがで
きる。たとえば、許可されたＤ－ＳＬＰアドレスまたは同様の識別子を検証または提供す
る際、Ｈ－ＳＬＰは、たとえばＳＥＴユーザをさらに保護するために、いくつかの制約を
与え得る。たとえば、ＳＥＴがＤ－ＳＬＰにアクセスできる期間が、与えられ得る。たと
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えば、Ｄ－ＳＬＰにアクセスするためにＳＥＴが存在しなければならない地理的エリアま
たはエリアの同様のセットが、与えられ得る。たとえば、ＳＥＴがＤ－ＳＬＰにアクセス
できる１つまたは複数のアクセスネットワークが、与えられ得る。たとえば、Ｄ－ＳＬＰ
が提供することを許可されているサービスのセット（たとえば、ネットワークにより開始
される場合、他のサービスはＳＥＴによって拒絶され得る）が特定され得る。そのような
与えられた例示的な条件の１つまたは複数がもはや当てはまらない場合、ＳＥＴは、Ｈ－
ＳＬＰからの同様の識別子のために新たなＤ－ＳＬＰアドレスを要求することができ、か
つ／または場合によっては、新たなＤ－ＳＬＰアドレスを与えられ得る。いくつかの例で
は、Ｈ－ＳＬＰは、Ｄ－ＳＬＰについて予想されるプライバシーの程度についての情報を
ＳＥＴユーザに提供することができ、たとえば、この情報は、地域的な規制によって許可
され得る、または許可され得ない、位置特定サービスおよび／または他の同様の情報を特
定することができる。
【００７９】
　本明細書で提供されるいくつかの技法はさらに、Ｈ－ＳＬＰに利益をもたらし、または
そうでなければ、Ｈ－ＳＬＰのさらなる制御を提供することができる。たとえば、Ｈ－Ｓ
ＬＰは、Ｈ－ＳＬＰが位置特定を適正にサポートできないエリア（たとえば、外国、また
は常用事業者が良好なカバレッジを有さない閉鎖されたエリア）をＳＥＴが移動している
間、Ｄ－ＳＬＰアドレスまたは他の同様の識別子を提供または検証することができる。た
とえば、各事業者がすべての事業者の加入者に対して各事業者固有のカバレッジエリア内
で位置特定のサポートを提供するように、常用事業者が他の事業者のグループと提携する
場合、Ｈ－ＳＬＰは、Ｄ－ＳＬＰアドレスまたは他の同様の識別子をＳＥＴに提供し、ま
たは検証することができる。さらに、いくつかの例では、Ｈ－ＳＬＰは、ＳＥＴがＤ－Ｓ
ＬＰにアクセスできる時間の長さ、アクセスが許される地理的エリア、および／または、
そこからのアクセスが許可され得るアクセスネットワークのセットを制御することができ
る。加えて、いくつかの例では、Ｈ－ＳＬＰは、ＳＥＴに問い合わせて、Ｄ－ＳＬＰがＳ
ＥＴに対して許可されているかどうかを検証することができ、たとえば、Ｈ－ＳＬＰが圏
外であったときにＤ－ＳＬＰがプロキシＤ－ＳＬＰによって割り当てられたが現在はＨ－
ＳＬＰが圏内に復帰している場合、そのようなＤ－ＳＬＰにアクセスするための許可を場
合によっては取り消すことができる。
【００８０】
　本明細書で提供されるいくつかの技法は、いくつかのセキュリティ技法が適用されるこ
とを可能にし得る。たとえば、いくつかの実装形態では、Ｈ－ＳＬＰの場合のように、Ｄ
－ＳＬＰを認証するためにＳＥＴによって公開鍵証明書が使用され得る。たとえば、その
ようにすることで、Ｄ－ＳＬＰがＨ－ＳＬＰによって提供または検証されたアドレスを所
有することを検証すること、および／またはそうでなければ、Ｈ－ＳＬＰによってＤ－Ｓ
ＬＰの信頼性を確立することを助けることができる。別の例では、Ｄ－ＳＬＰの提供者が
３ＧＰＰ／３ＧＰＰ２　Ｈ－ＳＬＰの提供者と関係を有する場合、Ｄ－ＳＬＰは、３ＧＰ
Ｐ　Ｇｅｎｅｒｉｃ　Ｂｏｏｔｓｔｒａｐｐｉｎｇ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ（ＧＢＡ
）法を使用して、ＳＥＴを認証することができる。他の例では、Ｄ－ＳＬＰは、（Ｈ－Ｓ
ＬＰの場合にように）クライアント側のデバイス証明書を使用して、たとえば、Ｈ－ＳＬ
Ｐの場合と同一または同様の方法を使用してユーザとデバイスの識別情報を結びつけて、
ＳＥＴを認証することができる。さらなる他の例示的な実装形態では、Ｄ－ＳＬＰがアク
セスネットワーク提供者に属し、またはそれと関連付けられる場合、ＳＥＴ　ＩＰアドレ
スが既知のＳＥＴ識別情報と一致することを検証するために、ＳＵＰＬ　Ａｌｔｅｒｎａ
ｔｉｖｅ　Ｃｌｉｅｎｔ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ（ＡＣＡ）が、Ｄ－ＳＬＰによ
って使用され得る。さらに、Ｄ－ＳＬＰセキュリティは、Ｈ－ＳＬＰと同一の方法を使用
することができる。
【００８１】
　本明細書で提供される技法は、ＳＥＴによって開始される位置特定サービスをサポート
し得るＤ－ＳＬＰに関連するいくつかのサービスおよび／または課金を、さらに改善する
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ことができる。たとえば、Ｄ－ＳＬＰ提供者は、ＳＥＴユーザに直接課金することができ
る。たとえば、事業上の関係があり、Ｄ－ＳＬＰがＳＥＴの識別情報（たとえば、ＳＥＴ
のＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔ
ｙ（ＩＭＳＩ））を認証できる場合、課金は、Ｈ－ＳＬＰ提供者を介して提供されてよく
、またはそうでなければサポートされてよい。いくつかの実装形態では、ＳＥＴに対する
通知および検証が使用される場合、ネットワーク（たとえば、ＳＬＰ）によって開始され
る位置特定が許可されてよく、たとえば、そのような実装形態は、何らかの方式でＳＥＴ
ユーザを支援するネットワークアプリケーションおよび／またはサービスに対して有用で
あり得る。たとえば、外部のＳＵＰＬエージェントは、ＳＥＴの位置特定に対して（たと
えば、Ｄ－ＳＬＰ提供者によって）課金されてよく、ＳＵＰＬエージェント提供者は、Ｓ
ＥＴの位置を取得した結果としてユーザに提供されるサービス（たとえば、ナビゲーショ
ン支援）に対する課金を介して、ＳＥＴユーザに料金を転嫁することができる。さらに他
の例示的な限定として、場合によっては緊急の通話に対する位置推定をサポートするため
に、Ｅ－ＳＬＰとしても機能するＤ－ＳＬＰに対して、ネットワークにより開始される位
置特定が許容されてよい。ここで、たとえば、課金の結果は、適用可能な規制による要件
、および／または他の同様の取り決めに依存し得る。
【００８２】
　以下のセクションは、ＳＵＰＬと呼ばれるユーザプレーンを通じた位置に基づくサービ
スのための、ＯＭＡによって識別されるいくつかのプロトコルの実装形態に関して、本明
細書で提示される技法の追加の例を提供する。ＳＵＰＬは、たとえば、ＳＥＴおよびＳＬ
Ｐが、ＩＰベアラを通じて通信して、位置情報（たとえば、ＧＮＳＳ支援データなど）と
測位に有用であり得る他の情報とを交換することを可能にし得る。より具体的には、図１
～図６に提示される例示的な実装形態において全体または一部が実施され得る、いくつか
の例示的なメッセージフローが説明される。
【００８３】
　以下で説明されるメッセージフローは、異なる位置特定サービスおよび／または同様の
ものが、ＳＵＰＬエージェントと、１つまたは複数のＳＬＰと、１つまたは複数のＳＥＴ
との間のいくつかの例示的な対話を通じて、ＳＵＰＬエージェントおよび／または同様の
ものに対してどのように提供され得るかを示す。いくつかの例示的な実装形態によれば、
アクセスネットワークおよび／またはネットワークを通じてＳＬＰとＳＥＴとの間で送信
されるメッセージは、たとえば、ＳＵＰＬユーザプレーン位置特定プロトコル（ＵＬＰ）
、たとえば、ＵＬＰ　３．０および／または何らかの他の同様のプロトコルに準拠し得る
。いくつかの例示的な実装形態によれば、ＳＬＰとＳＵＰＬエージェントとの間で送信さ
れるメッセージは、たとえば、ＯＭＡおよび／または他の同様のプロトコルによって定義
されるモバイル位置特定プロトコル（ＭＬＰ）に準拠し得る。いくつかの前述の例示的な
実装形態に関して、いくつかの例示的な実装形態によれば、第１のメッセージ４２０／４
３０はＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージもしくはＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージを備
えてよく、かつ／または第２のメッセージ４２４／４３４は、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセー
ジもしくはＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージを備えてよい。
【００８４】
　メッセージフローを例示し共通のフォーマットを共有するいくつかの図が参照され、図
において、２つ以上のＳＵＰＬエンティティ（たとえば、デバイス、サービスなど）が、
固有の垂直方向の線に対応するものとして、標識されたボックス中に提示される。通信お
よび／または通信に関連する他の処理が、垂直方向の線に関して発生する複数の動作によ
って示される。動作は、アルファベット順に提示された大文字によって、最も左側の垂直
方向の線に対して標識される。いくつかの例では、動作は、動作の順次的なセットに対応
すると考えられる。しかしながら、いくつかの例では、異なる順序を有すること、かつ／
または２つ以上の動作のすべてまたは一部が同時に実行されることが可能であり得ること
に留意されたい。あるエンティティから別のエンティティへのメッセージは、方向を示す
矢印内の線によって表され得る。そのようなメッセージは、名前によって識別され、かつ
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／または、メッセージと関連付けられる括弧の中のいくつかの例示的なパラメータなどと
ともに、記載され得る。加えて、いくつかの例では、さらなる処理、および／またはその
ような処理と関連付けられる、可能性のあるもしくは特有の遅延が、当てはまる垂直方向
の線、およびしたがってエンティティに対応するボックスの中に、提示され得る。例とし
て、いくつかの遅延が、ＳＥＴに対しては「ＵＴ＃」を、またはＳＬＰに対しては「ＳＴ
＃」を有するタイマー値によって記載されることがあり、「＃」記号は整数値を表す。そ
のようなタイマー値は、特定の実装形態によって変化することがあり、具体的な値および
標準値に設定され得る。いくつかの非限定的な例として、いくつかの実装形態では、ＵＴ
１およびＵＴ２のタイマー値は、１１秒というデフォルト値を有してよく、ＵＴ３、ＵＴ
５、ＵＴ７、ＵＴ８、ＳＴ１、ＳＴ２、ＳＴ３、ＳＴ４、ＳＴ５、ＳＴ６、およびＳＴ７
のタイマー値は、１０秒というデフォルト値を有してよく、ＵＴ９のタイマー値は、６０
秒というデフォルト値を有してよい。
【００８５】
　以下で説明されるメッセージフロー図では、ＳＥＴへの言及は図４のＳＥＴ　４０２に
対応してよく、Ｈ－ＳＬＰへの言及は図４のＨ－ＳＬＰ　４０６に対応してよく、Ｄ－Ｓ
ＬＰまたはＥ－ＳＬＰへの言及は図４のＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰ　４１０に対応して
よく、プロキシＤ－ＳＬＰまたはプロキシＥ－ＳＬＰへの言及は図４のプロキシＳＬＰ　
４０９に対応してよく、ＳＵＰＬエージェントへの言及は図４のＳＵＰＬエージェント４
１２に対応してよい。
【００８６】
　これに留意して図７に注目し、図７は、ある実装形態による、いくつかのネットワーク
により開始される位置特定サービスをサポートするために使用され得る例示的なメッセー
ジフローを示す流れ図である。より具体的には、図７は、ネットワークによって開始され
る（ノンローミングの）単一の活動のための例示的なメッセージフローを示す。
【００８７】
　動作Ａにおいて、ＳＵＰＬエージェントがＭＬＰ　ＳＬＩＲメッセージをＤ－ＳＬＰと
Ｈ－ＳＬＰ（本明細書ではＤ／Ｈ－ＳＬＰと総称される）のいずれかに送り、ＳＵＰＬエ
ージェントは、特定の規定されたＳＥＴの位置推定を要求するためにＤ－ＳＬＰとＨ－Ｓ
ＬＰのいずれかと関連付けられる。Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは、ＳＵＰＬエージェントを認証し、
受信されたＳＵＰＬエージェントのｃｌｉｅｎｔ－ｉｄに基づいて、ＳＵＰＬエージェン
トが要求されたサービスに対して許可されているかどうかを確認することができる。Ｄ／
Ｈ－ＳＬＰはまた、ｍｓ－ｉｄおよびｃｌｉｅｎｔ－ｉｄに基づいて、個人情報の確認を
行うことができる。Ｄ／Ｈ－ＳＬＰはまた、ターゲットＳＥＴがＳＵＰＬをサポートする
ことを検証することができる。要求されたＱｏＰ（ｅｑｏｐ）を満たす、以前に計算され
た場所がＤ／Ｈ－ＳＬＰにおいて利用可能であり、通知および検証が望まれない場合、Ｄ
／Ｈ－ＳＬＰは動作Ｇに直接進むことができる。通知および検証、または通知のみが望ま
れる場合、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは動作Ｂに進むことができる。
【００８８】
　動作Ｂにおいて、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰが、ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージを使用して、ＳＥ
Ｔとの位置特定セッションを開始する。ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージは、意図される測
位方法（ｐｏｓＭｅｔｈｏｄ）と、ＳＬＰ能力（ｓＬＰＣａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ）と、
任意選択でＱｏＰとを含む。動作Ａにおける個人情報の確認の結果が、ターゲット加入者
の通知および／または検証が必要であることを示す場合、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは、Ｎｏｔｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎパラメータもＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージに含めることができる。ＳＵ
ＰＬ　ＩＮＩＴメッセージが送られる前に、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰはまた、ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴ
メッセージのハッシュを計算し記憶する。
【００８９】
　動作Ａにおいて、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰが、以前に計算した場所を使用すると判断した場合、
ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージは、このことを、「場所なし」というｐｏｓＭｅｔｈｏｄ
パラメータの値において示すことができ、ＳＥＴは、検証処理の結果（アクセス許可、ま
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たはアクセス拒絶）を搬送するＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージによって応答することができ
る。明確な検証が望まれない場合（通知のみ）、ＳＥＴは、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージ
によって応答することができる。Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは次いで、動作Ｇに直接進むことができ
る。ある実装形態では、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージを送る前に、ＳＥＴは、動作Ｃのデ
ータ接続セットアップ手順を実行し、動作Ｄで説明された手順を使用して、Ｄ／Ｈ－ＳＬ
Ｐへのトランスポート層セキュリティ（ＴＬＳ）接続を確立することができる。
【００９０】
　動作Ｃにおいて、ＳＥＴが、受信されたＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージを分析する。真
正ではないことが判明した場合、ＳＥＴはさらなる動作を行わない。そうではない場合、
ＳＥＴは、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰとのＴＬＳ接続の確立を準備するための動作を行う。ＳＥＴは
また、受信されたＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージのハッシュを計算する。
【００９１】
　動作Ｄにおいて、ＳＥＴが、Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ方針を評価し適切な動作を行う
。ＳＥＴは、ホームネットワークによって準備されたＨ－ＳＬＰアドレスと、Ｈ－ＳＬＰ
またはＨ－ＳＬＰによって許可されたプロキシＤ－ＳＬＰによって提供もしくは検証され
た、Ｄ－ＳＬＰアドレスとのいずれかである、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰを使用して、Ｄ／Ｈ－ＳＬ
ＰへのＴＬＳ接続を確立することができる。ＳＥＴは次いで、ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩ
Ｔメッセージを送り、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰとの測位セッションを開始することができる。ＳＥ
Ｔは、ＳＥＴがＳＵＰＬ　ＩＮＩＴにおいて示される意図された測位方法をサポートしな
い場合でも、ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージを送ることができる。ＳＵＰＬ　Ｐ
ＯＳ　ＩＮＩＴメッセージは、位置ＩＤ（ｌｏｃａｔｉｏｎＩｄ）と、ＳＥＴ能力（ｓＥ
ＴＣａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ）と、動作Ｃにおいて計算された受信されたＳＵＰＬ　ＩＮ
ＩＴメッセージのハッシュ（ｖｅｒ）とを含む。ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージ
はまた、（ｉ）３ＧＰＰ　ＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）および／または（ｉｉ）ＯＭ
Ａ　ＬＰＰ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｓ（ＬＰＰ／ＬＰＰｅ）を伴うＬＰＰおよび／または（
ｉｉｉ）Ｄ／Ｈ－ＳＬＰの測位プロトコル能力（ｓＬＰＣａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓにおい
て動作Ｂで示される）と一致する３ＧＰＰ２　Ｃ．Ｓ００２２（本明細書ではＴＩＡ－８
０１と呼ばれる）測位プロトコルメッセージを搬送する、ＳＵＰＬ　ＰＯＳメッセージを
含み得る。ＳＥＴはまた、（ＬＰＰ／ＬＰＰｅ／ＴＩＡ－８０１の一部として、または任
意選択の測位パラメータを通じて明示的に）サポートされる場合、ＳＥＴの場所を提供す
ることができる。ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージにおいて取り出された、または
ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージにおいて受信された情報に基づいて計算された場
所が、ＱｏＰを満たし利用可能である場合、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは動作Ｆに直接進むことがで
き、ＳＵＰＬ　ＰＯＳセッションには関与しなくてよい。
【００９２】
　動作Ｅにおいて、ＳＥＴおよびＤ／Ｈ－ＳＬＰが、ＳＵＰＬ　ＰＯＳメッセージ交換に
関与して場所を計算する。このセッションで使用される測位方法は、ＳＵＰＬ　ＰＯＳメ
ッセージ交換の間、または任意選択で動作Ｄにおいて、ＳＥＴおよびＤ／Ｈ－ＳＬＰによ
って交換される能力に基づいて決定される。Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは、受信された測位の測定結
果に基づいて場所推定を計算し（ＳＥＴ－Ａｓｓｉｓｔｅｄ）、または、ＳＥＴは、Ｄ／
Ｈ－ＳＬＰから取得された支援に基づいて場所推定を計算する（ＳＥＴ－Ｂａｓｅｄ）。
【００９３】
　動作Ｆにおいて、場所計算が完了すると、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは、位置特定セッションが終
了したことを示すＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージをＳＥＴに送る。ＳＥＴは、Ｄ／Ｈ－ＳＬ
Ｐに対するＴＬＳ接続を解放し、このセッションに関連するリソースを解放することがで
きる。
【００９４】
　動作Ｇにおいて、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰが、ＭＬＰ　ＳＬＩＡメッセージにおいて、場所推定
（ｐｏｓｒｅｓｕｌｔ）をＳＵＰＬエージェントに返し、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰが、このセッシ
ョンに関連するリソースを解放することができる。
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【００９５】
　次に図８に注目し、図８は、ある実装形態による、いくつかのモバイルデバイスにより
開始される位置特定サービスをサポートするために使用され得る例示的なメッセージフロ
ーを示す流れ図である。より具体的には、図８は、ＳＥＴによって開始される（ノンロー
ミングの）単一の位置特定のための例示的なメッセージフローを示す。
【００９６】
　動作Ａにおいて、ＳＥＴが、ＳＥＴ上のＳＵＰＬエージェント（たとえば、アプリケー
ション）から測位要求を受け取る。ＳＥＴは、Ｄ－ＳＬＰとＨ－ＳＬＰのいずれか（本明
細書ではＤ／Ｈ－ＳＬＰと総称される）へのセキュアなＴＬＳ接続を確立するための、適
切な動作を行う。ＳＥＴは、Ｈ－ＳＬＰとプロキシＤ－ＳＬＰのいずれかからのＤ－ＳＬ
Ｐに対する任意の以前の許可に基づいて、かつ現在の概略的な位置および（１つまたは複
数の）サービングアクセスネットワークに基づいて、かつ場合によっては他の基準に基づ
いて、Ｄ－ＳＬＰまたはＨ－ＳＬＰを選ぶことができる。
【００９７】
　動作Ｂにおいて、ＳＥＴは、Ｈ－ＳＬＰのホームネットワークによって準備されたデフ
ォルトのアドレスと、Ｄ－ＳＬＰのための、Ｈ－ＳＬＰもしくはＨ－ＳＬＰによって許可
されたプロキシＤ－ＳＬＰによって提供または検証されたアドレスとのいずれかを使用し
て、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰへのセキュアなＴＬＳ接続を確立し、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセー
ジを送って、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰとの測位セッションを開始することができる。ＳＵＰＬ　Ｓ
ＴＡＲＴメッセージは、位置ＩＤ（ｌｏｃａｔｉｏｎＩｄ）と、ＳＥＴ能力（ｓＥＴＣａ
ｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ）と、任意選択で所望のＱｏＰとを含む。
【００９８】
　要求されたＱｏＰを満たす、以前に計算された場所がＤ／Ｈ－ＳＬＰにおいて利用可能
である場合、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは動作Ｆに直接進むことができ、測位結果（ｐｏｓｉｔｉｏ
ｎ）を含むＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージをＳＥＴに送ることができる。
【００９９】
　動作Ｃにおいて、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰが、ＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージをＳＥＴ
に送る。ＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥは、意図される測位方法（ｐｏｓＭｅｔｈｏｄ）と
、ＳＬＰ能力（ｓＬＰＣａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ）とを含む。
【０１００】
　動作Ｄにおいて、ＳＥＴが、ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージをＤ／Ｈ－ＳＬＰ
に送る。ＳＥＴは、ＳＥＴがＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥにおいて示される意図された測
位方法をサポートしない場合でも、ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージを送ることが
できる。ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージは、位置ＩＤ（ｌｏｃａｔｉｏｎＩｄ）
と、ＳＥＴ能力（ｓＥＴＣａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ）と、任意選択で、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰの
測位プロトコル能力（ｓＬＰＣａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓにおいて動作Ｃで示される）と一
致するＬＰＰ／ＬＰＰｅおよび／またはＴＩＡ－８０１測位プロトコルメッセージを搬送
するＳＵＰＬ　ＰＯＳメッセージとを含む。ＳＥＴはまた、（ＬＰＰ／ＬＰＰｅ／ＴＩＡ
－８０１の一部として、または任意選択の測位パラメータを通じて明示的に）サポートさ
れる場合、ＳＥＴの場所を提供することができる。ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセー
ジにおいて取り出された、またはＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージにおいて受信さ
れた情報に基づいて計算された場所が、ＱｏＰを満たし利用可能である場合、Ｄ／Ｈ－Ｓ
ＬＰは動作Ｆに直接進むことができ、ＳＵＰＬ　ＰＯＳセッションには関与しなくてよい
。
【０１０１】
　動作Ｅにおいて、ＳＥＴおよびＤ／Ｈ－ＳＬＰが、ＳＵＰＬ　ＰＯＳメッセージ交換に
関与して場所を計算する。このセッションで使用される測位方法は、ＳＵＰＬ　ＰＯＳメ
ッセージ交換の間、または任意選択で動作Ｄにおいて、ＳＥＴおよびＤ／Ｈ－ＳＬＰによ
って交換される能力に基づいて決定される。Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは、受信された測位の測定結
果に基づいて場所推定を計算し（ＳＥＴ－Ａｓｓｉｓｔｅｄ）、または、ＳＥＴは、Ｄ／
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Ｈ－ＳＬＰから取得された支援に基づいて場所推定を計算する（ＳＥＴ－Ｂａｓｅｄ）。
【０１０２】
　動作Ｆにおいて、場所計算が完了すると、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは、位置特定セッションが終
了したことを示すＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージをＳＥＴに送る。望まれる場合、Ｄ／Ｈ－
ＳＬＰはまた、ＳＵＰＬ　ＥＮＤにおいて測位結果（ｐｏｓｉｔｉｏｎ）を送ることがで
きる。ＳＥＴは、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰに対するＴＬＳ接続を解放し、このセッションに関連す
るリソースを解放することができる。Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは、このセッションに関連するリソ
ースを解放することができる。
【０１０３】
　他のＳＵＰＬ位置特定サービスには、たとえば、トリガされる位置特定サービス、定期
的な位置特定サービス、第三者への位置の転送、別のＳＥＴのＳＥＴ位置、緊急の通話要
求と関連するＳＥＴの位置、および位置ＵＲＩの転送がある。ＳＵＰＬ位置特定サービス
は、ＯＭＡによって（たとえば、ＳＵＰＬ　ｖｅｒｓｉｏｎ　２．０のＯＭＡ規格ＯＭＡ
－ＴＳ－ＵＬＰ－Ｖ２＿０およびＳＵＰＬ　ｖｅｒｓｉｏｎ　３．０のＯＭＡ－ＴＳ－Ｕ
ＬＰ－Ｖ３＿０において）定義され、Ｄ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰとのＳＥＴの対話を介
して取得され得る。各位置特定サービスに対して、ＳＥＴとＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰ
とのＳＵＰＬ対話は、同じサービスを取得するときのＳＥＴとＨ－ＳＬＰとの間のＳＵＰ
Ｌ対話と同様であってよく、違いが図７および図８において例示される。
【０１０４】
　次に図９に注目し、図９は、ある実装形態による、Ｈ－ＳＬＰによるいくつかの位置特
定サービスとともに使用するＤ－ＳＬＰおよび／またはＥ－ＳＬＰの許可をサポートする
ために使用され得る、例示的なメッセージフローを示す流れ図である。この例では、Ｈ－
ＳＬＰは、プロキシＳＬＰとともに非プロキシＳＬＰも許可できる許可ＳＬＰであり得る
。この手順は、現在の位置において、もしくはその近傍で位置特定サービスをＳＥＴに提
供できる、ＳＥＴによって発見されたＤ－ＳＬＰおよび／もしくはＥ－ＳＬＰに対する許
可をＨ－ＳＬＰから取得するために、かつ／または、現在の位置において、もしくはその
近傍で位置特定サービスをＳＥＴに提供できるＨ－ＳＬＰから、他の許可されたＤ－ＳＬ
Ｐおよび／もしくはＥ－ＳＬＰアドレスを受信するために、ＳＥＴによって呼び出され得
る。この手順はまた、ＳＥＴから離れた何らかの位置、たとえば、ＳＥＴのユーザが何ら
かの後の時点で訪れると予想される位置において位置特定サービスを提供する、ＳＥＴに
よって発見されたＤ－ＳＬＰおよび／またはＥ－ＳＬＰに対する許可をＨ－ＳＬＰから取
得するために、ＳＥＴによって呼び出され得る。Ｈ－ＳＬＰは、そのような場合、許可の
提供を強制されることはないが、それでも、位置特定のサポートを改善するために、許可
を提供することを選び得る。Ｄ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰ（本明細書ではＤ／Ｅ－ＳＬＰ
と総称される）に対するサービス過負荷を避けるための、Ｈ－ＳＬＰの提供者とＤ－ＳＬ
ＰまたはＥ－ＳＬＰの提供者との間の構成が存在し得ることに留意されたい。この構成は
、Ｄ／Ｅ－ＳＬＰが同時に許可され得るＳＥＴの数を制限し得る。
【０１０５】
　動作Ａにおいて、ＳＥＴが、現在の位置において、またはその近傍で、またはいくつか
の場合には何らかの離れた位置で位置特定サービスをＳＥＴに提供できるＨ－ＳＬＰから
、最高で何らかの最大の数（たとえば、１０個）の許可されたＤ－ＳＬＰおよび／または
最高で何らかの他の最大の数（たとえば、１０個）の許可されたＥ－ＳＬＰアドレスを取
得するための手順を呼び出す。手順は、この手順の任意の以前の呼び出しから任意の最小
再試行期間が経過すると、以下の条件のいずれかの下で呼び出され得る。その条件は、（
ａ）現在の位置、またはＳＥＴが許可を望む離れた位置に対して適用可能なＤ－ＳＬＰま
たはＥ－ＳＬＰアドレスを、ＳＥＴが発見すること、（ｂ）Ｄ－ＳＬＰ許可の場合、ＳＥ
Ｔが、Ｈ－ＳＬＰから適正な測位サービスを取得できず、かつ、許可されたＤ－ＳＬＰを
現在有していないか、許可されたＤ－ＳＬＰを現在有しているが、Ｄ－ＳＬＰへのアクセ
スが地理的エリアまたはアクセスネットワークの制約によって禁じられているかのいずれ
かであること（いくつかの状況では、Ｄ－ＳＬＰは、関連付けられるサービス期間が経過
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するまで、許可されたままであり得ることに留意されたい）、および／または、（ｃ）Ｅ
－ＳＬＰ許可の場合、ＳＥＴがホームネットワークではないネットワークにアクセスして
いて、Ｅ－ＳＬＰへのアクセスが必要であり、かつ、許可されたＥ－ＳＬＰを現在有して
いないか、許可されたＥ－ＳＬＰを現在有しているが、Ｅ－ＳＬＰへのアクセスが地理的
エリアまたはアクセスネットワークの制約によって禁じられているかのいずれかであるこ
と（いくつかの状況では、Ｅ－ＳＬＰは、関連付けられるサービス期間が経過するまで、
許可されたままであり得ることに留意されたい）である。ＳＥＴは、Ｈ－ＳＬＰへのセキ
ュアなＴＬＳ接続を確立するために、適切な動作を行うことができる。
【０１０６】
　動作Ｂにおいて、ＳＥＴが、ホームネットワークによって準備されたデフォルトのアド
レスを使用して、Ｈ－ＳＬＰへのセキュアなＴＬＳ接続を確立し、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴ
メッセージを送ってＨ－ＳＬＰとの測位セッションを開始することができる。ＳＵＰＬ　
ＳＴＡＲＴメッセージは、位置ＩＤ（ｌｏｃａｔｉｏｎＩｄ）と、ＳＥＴ能力（ｓＥＴＣ
ａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ）とを含む。ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージはまた、ＳＥＴが
Ｄ－ＳＬＰおよび／またはＥ－ＳＬＰアドレスを要求するかどうかを示す、ＳＬＰ　Ｑｕ
ｅｒｙパラメータ（ｓｌｐＱｕｅｒｙ）を含む。Ｄ－ＳＬＰ要求では、ＳＥＴは、Ｈ－Ｓ
ＬＰによって現在許可されている任意のＤ－ＳＬＰアドレスのリストを含んでよく、かつ
、好まれるＤ－ＳＬＰアドレス（たとえば、発見されたＤ－ＳＬＰアドレス）のリストお
よび／または好まれないＤ－ＳＬＰアドレス（たとえば、ＳＥＴが以前にサービスを取得
できなかったＤ－ＳＬＰ）のリストを含み得る。第１のリスト上のアドレスは、第２また
は第３のリストに現れ得る（ただし両方のリストには現れ得ない）。Ｅ－ＳＬＰ要求では
、ＳＥＴは、Ｄ－ＳＬＰ要求のための３つのリストと完全に対応する、Ｅ－ＳＬＰアドレ
ス３つのリストを含み得る。Ｄ－ＳＬＰアドレスに対する要求の場合、ＳＥＴはまた、Ｄ
－ＳＬＰから所望されるＱｏＰ（たとえば、任意の許可されるＤ－ＳＬＰに対して好まし
い位置精度を含む）を提供することができる。ＳＥＴはまた、可能であれば、現在の場所
推定を含み得る。
【０１０７】
　動作Ｃにおいて、Ｈ－ＳＬＰは、ＳＥＴの場所を取得する必要がなければ、または動作
Ｂで提供された場所を何ら検証する必要がなければ、動作Ｆに進む。それ以外の場合、Ｈ
－ＳＬＰは、ＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージをＳＥＴに送る。ＳＵＰＬ　ＲＥＳ
ＰＯＮＳＥメッセージは、意図される測位方法（ｐｏｓＭｅｔｈｏｄ）と、ＳＬＰ能力（
ｓＬＰＣａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ）とを含む。
【０１０８】
　動作Ｄにおいて、ＳＥＴが、ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージをＨ－ＳＬＰに送
る。ＳＥＴは、ＳＥＴがＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥにおいて示される意図された測位方
法をサポートしない場合でも、ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージを送ることができ
る。ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージは、位置ＩＤ（ｌｏｃａｔｉｏｎＩｄ）と、
ＳＥＴ能力（ｓＥＴＣａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ）と、任意選択で、Ｈ－ＳＬＰの測位プロ
トコル能力（ｓＬＰＣａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓにおいて動作Ｃで示される）と一致するＬ
ＰＰ、ＬＰＰ／ＬＰＰｅおよび／またはＴＩＡ－８０１測位プロトコルメッセージを搬送
するＳＵＰＬ　ＰＯＳメッセージとを含む。ＳＥＴはまた、（ＬＰＰ／ＬＰＰｅ／ＴＩＡ
－８０１の一部として、または任意選択の測位パラメータを通じて明示的に）サポートさ
れる場合、ＳＥＴの場所を提供することができる。ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセー
ジにおいて取り出された、またはＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージにおいて受信さ
れた情報に基づいて計算された場所が、所望のＱｏＰを満たし利用可能である場合、Ｄ／
Ｈ－ＳＬＰは動作Ｆに直接進むことができ、ＳＵＰＬ　ＰＯＳセッションには関与しなく
てよい。
【０１０９】
　動作Ｅにおいて、ＳＥＴおよびＨ－ＳＬＰが、ＳＵＰＬ　ＰＯＳメッセージ交換に関与
して場所を計算する。このセッションで使用される測位方法は、ＳＵＰＬ　ＰＯＳメッセ
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ージ交換の間、または任意選択で動作Ｄにおいて、ＳＥＴおよびＨ－ＳＬＰによって交換
される能力に基づいて決定される。Ｈ－ＳＬＰは、受信された測位の測定結果に基づいて
場所推定を計算し（ＳＥＴ－Ａｓｓｉｓｔｅｄ）、または、ＳＥＴは、Ｈ－ＳＬＰから取
得された支援に基づいて場所推定を計算する（ＳＥＴ－Ｂａｓｅｄ）。
【０１１０】
　動作Ｆにおいて、あらゆる場所計算が完了すると、Ｈ－ＳＬＰは、Ｄ－ＳＬＰアドレス
が要求された場合、許可されたＤ－ＳＬＰアドレスの新たなセットを決定し、かつ／また
は、Ｅ－ＳＬＰアドレスが要求された場合、許可されたＥ－ＳＬＰアドレスの新たなセッ
トを決定する。ＳＥＴが、動作ＢにおいてＤ－ＳＬＰアドレスを要求しこの要求と関連付
けられるＱｏＰを提供した場合、Ｈ－ＳＬＰは、任意のＤ－ＳＬＰアドレスを提供するか
どうかを決定する際の１つの要因として、ＱｏＰを考慮することができる。Ｈ－ＳＬＰは
、Ｄ－ＳＬＰアドレスが要求された場合、許可されたＤ－ＳＬＰアドレスのリストを含む
ＳＬＰ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎパラメータ（ｓｌｐＡｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ）
とともに、かつ／または、Ｅ－ＳＬＰアドレスが要求された場合、許可されたＥ－ＳＬＰ
アドレスのリストを含むＳＬＰ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎパラメータとともに、ＳＵ
ＰＬ　ＥＮＤメッセージをＳＥＴに送る。各リスト中のアドレスは、優先度が最高のもの
を先頭に、優先度の順番で含まれてよく、ＳＥＴがＨ－ＳＬＰから以前に受信した可能性
のある許可されたＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰのあらゆる以前のリストを置き換え得る。
そのようなリストがないこと、または、特定の要求されたＳＬＰタイプに対するアドレス
をリストが含まないことは、この要求されたＳＬＰタイプに対するアドレスが許可されな
かったことと、ＳＥＴがＨ－ＳＬＰによって以前に許可されたこのタイプの任意のＳＬＰ
を削除した可能性があることとを意味し得る。プロキシＤ－ＳＬＰまたはプロキシＥ－Ｓ
ＬＰに対する以前の許可が削除される場合、プロキシＤ－ＳＬＰまたはプロキシＥ－ＳＬ
Ｐから受信されたＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰに対するあらゆる許可も削除され得ること
に留意されたい。各々の提供されたＤ－ＳＬＰアドレスまたはＥ－ＳＬＰアドレスに対し
て、Ｈ－ＳＬＰは、ＳＬＰアドレスが有効であると考えられ得るサービス期間と、ＳＬＰ
がアクセスされ得るサービスエリアと、ＳＬＰにアクセスできるサービングアクセスネッ
トワークのリストと、サービングエリアとアクセスネットワークの制約がどのように組み
合わされるべきかを定義する組合せタイプとを含み得る。許可されたＤ－ＳＬＰアドレス
の場合、Ｈ－ＳＬＰはまた、ＳＥＴが関わることが許可されるサービスのリストをこのＤ
－ＳＬＰに提供することができ、任意のＳＥＴにより開始される位置特定要求について、
Ｄ－ＳＬＰにアクセスするための優先度に対するＨ－ＳＬＰにアクセスするための優先度
を提供することができる。Ｈ－ＳＬＰはまた、Ｄ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰがそれぞれプ
ロキシＤ－ＳＬＰまたはプロキシＥ－ＳＬＰであるかどうかを示すことができ、図１０の
手順で以下に説明されるように、プロキシＤ－ＳＬＰまたはプロキシＥ－ＳＬＰは、Ｈ－
ＳＬＰのプロキシとして動作することが許可され、それぞれ、ローカルのＤ－ＳＬＰアド
レスまたはＥ－ＳＬＰアドレス自体をＳＥＴに提供する。Ｄ－ＳＬＰアドレスがＨ－ＳＬ
Ｐによって許可される場合、Ｈ－ＳＬＰは、ＳＥＴがアクセスを異なるＤ－ＳＬＰへ変更
するときは常に、Ｈ－ＳＬＰがＳＥＴからの通知を受信するのを望むかどうかを示すこと
ができる。Ｈ－ＳＬＰはまた、ネットワークにより開始されるサービスを提供するのを許
可されるＤ－ＳＬＰへのＳＥＴのアクセス、および／またはプロキシＤ－ＳＬＰによって
許可されるＤ－ＳＬＰへのＳＥＴのアクセスについてのそのような通知を、Ｈ－ＳＬＰが
受信するのを望むかどうかを示すことができる。Ｈ－ＳＬＰが任意の許可されたＤ－ＳＬ
Ｐアドレスおよび／またはＥ－ＳＬＰアドレスを返信できるかどうかにかかわらず、Ｈ－
ＳＬＰは、Ｄ－ＳＬＰおよびＥ－ＳＬＰの許可手順を繰り返信するための、最小再試行期
間を返信することができる。最小再試行期間がないことは、再試行期間が０であることと
同じものとして扱われ得る。Ｈ－ＳＬＰはまた、動作Ｅで計算された任意の場所推定を提
供することができる。ＳＥＴは、Ｈ－ＳＬＰに対するＴＬＳ接続を解放し、このセッショ
ンに関連するリソースを解放することができる。Ｈ－ＳＬＰは、このセッションに関連す
るリソースを解放することができる。
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【０１１１】
　動作Ｇにおいて、ＳＥＴは続いて、ＳＥＴにより開始される位置特定サービス（たとえ
ば、図８で例示されるような）のために、以下の考慮事項に従って、動作ＦにおいてＨ－
ＳＬＰによって許可された任意のＥ－ＳＬＰまたはＤ－ＳＬＰにアクセスすることができ
る。その考慮事項は、（ａ）Ｄ－ＳＬＰおよびＥ－ＳＬＰが優先度の順番でアクセスされ
、優先度に低いアドレスが、すべての優先度の高いアドレスが何らかの他の条件によって
除外されたとき、またはサービスを提供できないとき、アクセスされること、（ｂ）Ｄ－
ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰが、Ｄ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰのあらゆるサービス期間が経過
していない限りアクセスされ得ること（注意：ＳＥＴは、Ｅ－ＳＬＰの場合の規制要件が
別段要求しない限り、サービス期間が経過したとき、Ｄ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰとの進
行中のあらゆるセッションを終了することができる。サービスの喪失を避けるために、Ｓ
ＥＴは、サービス期間が経過する前に、現在何らかの時間（たとえば、５～１０分）使用
されているＤ／Ｅ－ＳＬＰのＨ－ＳＬＰからの再許可を要求することができる）、（ｃ）
ＳＥＴが任意の提供されたサービスエリアとアクセスネットワーク制約とを満たす場合、
Ｄ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰにアクセスできることである。
【０１１２】
　組合せタイプが「ＡＮＤ」である場合、ＳＥＴは、サービスエリア内にあり、かつ、Ｄ
／Ｅ－ＳＬＰにアクセスするためにＤ／Ｅ－ＳＬＰに対して提供されたアクセスネットワ
ークを使用している必要があり得る。組合せタイプが「ＯＲ」である場合、ＳＥＴは、サ
ービスエリア内にあり、または、Ｄ／Ｅ－ＳＬＰにアクセスするためにＤ／Ｅ－ＳＬＰに
対して提供されたアクセスネットワークを使用している必要があり得る。組合せタイプが
「Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ　ＯＲ」である場合、ＳＥＴは、サービスエリア内にある必要
があり、または、ＳＥＴがサービスエリア内にあるかどうかをＳＥＴが判定できない場合
、ＳＥＴは、Ｄ／Ｅ－ＳＬＰにアクセスするためにＤ／Ｅ－ＳＬＰに対して提供されたア
クセスネットワークを使用している必要があり得る。注意：ＳＥＴは、最新の位置推定（
現在のまたは以前の）を使用して、あらゆるサービスエリア状態を判定することができる
。この判定は確率的であり得る（すなわち、何らかの確率でサービスエリア内に位置する
と判定する）。Ｄ／Ｅ－ＳＬＰにアクセスするための条件が満たされる前、ＳＥＴは、サ
ービスエリア状態を検証するのを助けるために、Ｄ／Ｅ－ＳＬＰにアクセスすることがで
きない。アクセス条件が満たされた後、ＳＥＴはサービスエリア状態を定期的に再検証す
ることができる。再検証が失敗した場合、すなわち、ＳＥＴがもはやサービスエリア内に
ない場合、ＳＥＴはアクセスを停止し、あらゆる進行中のセッションを終了することがで
きる。
【０１１３】
　Ｄ－ＳＬＰアクセスの場合、ＳＥＴは許可されたサービスを要求することができ、許可
されていないサービスを要求することはできない。この条件は、Ｈ－ＳＬＰが許可された
サービスのリストを提供できない場合、無視され得る。
【０１１４】
　Ｄ－ＳＬＰアクセスの場合、ＳＥＴは、Ｈ－ＳＬＰアクセスに対して与えられる任意の
優先度に従うことができる。Ｈ－ＳＬＰアクセスが「許可されない」ものとして示される
場合、ＳＥＴは、少なくとも１つのＤ－ＳＬＰにアクセスするための条件が満たされると
きは常に、Ｈ－ＳＬＰにアクセスすることができない（したがって、Ｄ－ＳＬＰにアクセ
スすることができる）。このことは、Ｄ－ＳＬＰが所望のサービスを提供できない場合で
あっても、ＳＥＴが少なくとも１つのＤ－ＳＬＰへのアクセスをすでに試みていれば、Ｈ
－ＳＬＰにアクセスできないことを意味することに留意されたい。Ｈ－ＳＬＰアクセスが
「好ましくない」ものとして示される場合、ＳＥＴは、Ｄ－ＳＬＰがサービスを提供でき
ない場合、Ｈ－ＳＬＰにアクセスすることができる。Ｈ－ＳＬＰアクセスが「好ましい」
ものとして示される場合、ＳＥＴは、Ｈ－ＳＬＰからサービスを取得しようと試みた（そ
してそれが失敗した）後、Ｄ－ＳＬＰにアクセスすることができる。優先度が与えられな
い場合、ＳＥＴは、Ｄ－ＳＬＰにアクセスするための固有の優先度に対するＨ－ＳＬＰに
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アクセスするための固有の優先度を決めることができる。
【０１１５】
　Ｄ－ＳＬＰ、Ｅ－ＳＬＰまたはＨ－ＳＬＰへのアクセスが失敗した（たとえば、ＳＥＴ
がセキュアなＩＰ接続を確立できなかった、またはＤ－ＳＬＰ、Ｅ－ＳＬＰ、またはＨ－
ＳＬＰが所望のサービスを提供できなかった）場合、ＳＥＴは別のＤ－ＳＬＰにアクセス
することができる。上の考慮事項に従って、Ｅ－ＳＬＰまたはＨ－ＳＬＰである。
【０１１６】
　許可されたＤ－ＳＬＰからのネットワークにより開始されるサービスの要求に対して、
Ｄ－ＳＬＰが要求された特定のネットワークにより開始されるサービスをサポートするの
を許可されている限り、ＳＥＴは上記の制約を無視することができる。このことは、ＳＥ
Ｔが、Ｄ－ＳＬＰもしくはＥ－ＳＬＰのサービスエリア外にある場合でも、かつ／または
許可されたアクセスネットワークを使用していない場合でも、許可されたＤ－ＳＬＰまた
はＥ－ＳＬＰからのネットワークにより開始されるセッションの要求を受け入れることが
できることを意味することに留意されたい。Ｅ－ＳＬＰからのネットワークにより開始さ
れるサービスの要求に対して、許可されているかどうかにかかわらず、ＳＥＴはまず、サ
ポートに関するあらゆる地域的な規制に従い得る。あらゆるサービス期間が経過すると、
Ｄ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰ許可は終了したと考えられ得る。ＳＥＴは次いで、このＤ－
ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰと関連付けられるあらゆる内部データを除去することができる。
許可はまた、サービス期間が経過したプロキシＤ－ＳＬＰまたはプロキシＥ－ＳＬＰによ
って許可されるあらゆるＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰに対して、失効したと考えられ得る
。
【０１１７】
　次に図１０に注目し、図１０は、ある実装形態による、プロキシＤ－ＳＬＰまたはプロ
キシＥ－ＳＬＰ（本明細書ではプロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰと総称される）によるいくつかの
位置特定サービスとともに使用するＤ－ＳＬＰおよび／またはＥ－ＳＬＰの許可をサポー
トするために使用され得る、例示的なメッセージフローを示す流れ図である。この手順は
、現在の位置にある、またはその近傍にあるＳＥＴに位置特定サービスを提供できるＳＥ
Ｔによって発見された、Ｄ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰのプロキシＤ－ＳＬＰまたはプロキ
シＥ－ＳＬＰからそれぞれ許可を取得するために、ＳＥＴによって呼び出され得る。手順
はまた、現在の位置にある、またはその近傍にあるＳＥＴに位置特定サービスを提供でき
るプロキシＤ－ＳＬＰから、他の許可されたＤ－ＳＬＰアドレスを受信するために、呼び
出され得る。ＳＥＴから離れたサービスエリアを有するＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰの許
可は、プロキシＤ－ＳＬＰまたはプロキシＥ－ＳＬＰによってサポートされないことがあ
り、そのような許可はＳＥＴによって予想されないことがある。プロキシＤ－ＳＬＰまた
はプロキシＥ－ＳＬＰは、最初はＨ－ＳＬＰによって許可され、図９の手順を使用してプ
ロキシとして指定され得る。Ｈ－ＳＬＰはまた、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰのサービスエリ
アおよび／またはアクセスネットワークのリストを提供することができる。ＳＥＴが、特
定のプロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰにアクセスするための、図９の動作Ｇにおいて定義されるす
べての条件を満たす場合、ＳＥＴは、位置特定サービスのためにプロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰ
にアクセスすることができ、または、他のＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰがより良好な位置
特定サービスを提供し得る場合、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰによって他のＤ－ＳＬＰまたは
Ｅ－ＳＬＰの許可を要求することができる。プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰによって許可される
あらゆるＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰは、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰのサービスエリア内の
ＳＥＴに位置特定サービスを提供すること、かつ／または、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰのた
めに許可されたアクセスネットワークから位置特定サービスを提供することに、これらの
制約がどのように組み合わせられるべきかに従って、事実上制約され得る。これは、Ｄ－
ＳＬＰアクセスおよびＥ－ＳＬＰアクセスに対する方針（後でさらに説明される）が、最
初は、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰによって許可されるＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰへのアク
セスを取得する前にプロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰへのアクセスを検証することを、ＳＥＴに対
して要求するからである。Ｈ－ＳＬＰに対する利益は、Ｈ－ＳＬＰが、プロキシＤ／Ｅ－
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ＳＬＰのサービスエリア内にあるすべてのＤ－ＳＬＰおよびＥ－ＳＬＰ（たとえば、ショ
ッピングモール、空港、駅などのような狭いエリアをサービスする）を認識している必要
がないということであり得る。この利益は、プロキシＳＬＰがＨ－ＳＬＰとは異なる国に
位置する場合、重要であり得る。代わりに、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰは、そのような追加
のＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰを許可する際、Ｈ－ＳＬＰのプロキシとして動作すること
ができる。Ｄ／Ｅ－ＳＬＰに対するサービス過負荷を避けるための、プロキシＤ／Ｅ－Ｓ
ＬＰの提供者と、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰによって許可されるＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬ
Ｐの提供者との間の構成が存在し得ることに留意されたい。この構成は、Ｄ／Ｅ－ＳＬＰ
が同時に許可され得るＳＥＴの数を制限し得る。プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰからのＤ－ＳＬ
Ｐ許可またはＥ－ＳＬＰ許可をサポートするＳＥＴは、以前に許可されていないＤ－ＳＬ
ＰまたはＥ－ＳＬＰの許可が必要であるときは常に、かつ、ＳＥＴがプロキシＤ／Ｅ－Ｓ
ＬＰにアクセスするための任意のサービスエリアまたはアクセスネットワークの条件も満
たす場合、Ｈ－ＳＬＰからの許可を取得することよりも優先して、上記の構成を利用する
ことができる。
【０１１８】
　動作Ａにおいて、ＳＥＴが、最高である最大の数（たとえば、１０個）の許可されたＤ
－ＳＬＰまたは最高である最大の数（たとえば、１０個）の許可されたＥ－ＳＬＰアドレ
スを、それぞれ許可されたプロキシＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰから取得するための、手
順を呼び出す。プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰは、自身のサービングエリア中のＤ－ＳＬＰまた
はＥ－ＳＬＰ（たとえば、Ｈ－ＳＬＰに未知のＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰ）を許可する
ことによって、Ｈ－ＳＬＰのプロキシとして動作する。ＳＥＴが、任意の関連付けられる
サービングエリア内にあることによって、かつ／または、任意の関連付けられるアクセス
ネットワークを使用して、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰに現在アクセスできる場合、かつ、プ
ロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰに対する手順の以前の呼び出しから任意の最小再試行期間が経過し
た場合、手順が呼び出され得る。これらの条件が満たされる場合、ＳＥＴは、以下の追加
の条件のいずれかに当てはまる場合、手順を呼び出すことができる。ＳＥＴは、プロキシ
Ｄ／Ｅ－ＳＬＰのサービスエリア内で、かつ／または、ＳＥＴが許可を望むプロキシＤ／
Ｅ－ＳＬＰのために許可されたアクセスネットワークから、（これらの条件がどのように
組み合わされるべきかに従って）Ｄ－ＳＬＰアドレスまたはＥ－ＳＬＰアドレスを発見す
る。Ｄ－ＳＬＰ許可の場合、ＳＥＴは、Ｈ－ＳＬＰからも、任意の許可されたＤ－ＳＬＰ
（プロキシＤ－ＳＬＰとプロキシＤ－ＳＬＰによって現在許可されている任意のＤ－ＳＬ
Ｐとを含む）からも、適正な測位サービスを取得できない。ＳＥＴは、プロキシＤ／Ｅ－
ＳＬＰへのセキュアなＴＬＳ接続を確立するために、適切な動作を行うことができる。
【０１１９】
　動作Ｂにおいて、ＳＥＴが、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰのＨ－ＳＬＰによって提供される
アドレスを使用して、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰへのセキュアなＴＬＳ接続を確立し、ＳＵ
ＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージを送ってプロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰとの測位セッションを開始
することができる。ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージは、位置ＩＤ（ｌｏｃａｔｉｏｎＩ
ｄ）と、ＳＥＴ能力（ｓＥＴＣａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ）とを含み得る。ＳＵＰＬ　ＳＴ
ＡＲＴメッセージはまた、ＳＥＴがＤ－ＳＬＰアドレスまたはＥ－ＳＬＰアドレスを要求
するかどうかを示す、ＳＬＰ　Ｑｕｅｒｙパラメータ（ｓｌｐＱｕｅｒｙ）を含み得る。
Ｄ－ＳＬＰ要求では、ＳＥＴは、プロキシＤ－ＳＬＰによって現在許可されているあらゆ
るＤ－ＳＬＰアドレスのリストを含んでよく、かつ、あらゆる好まれるＤ－ＳＬＰアドレ
ス（たとえば、発見されたＤ－ＳＬＰアドレス）のリストおよび／またはあらゆる好まれ
ないＤ－ＳＬＰアドレスのリストを含み得る。第１のリスト上のアドレスは、第２または
第３のリストに現れ得る（ただし両方のリストには現れ得ない）。Ｅ－ＳＬＰ要求では、
ＳＥＴは、Ｄ－ＳＬＰ要求のための３つのリストと完全に対応する、Ｅ－ＳＬＰアドレス
３つのリストを含み得る。Ｄ－ＳＬＰアドレスに対する要求の場合、ＳＥＴはまた、Ｄ－
ＳＬＰが後で提供し得る位置特定サービスのために、Ｄ－ＳＬＰから所望されるＱｏＰを
提供することができる。ＳＥＴはまた、可能であれば、現在の場所推定を含み得る。
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【０１２０】
　動作Ｃにおいて、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰは、ＳＥＴの場所を取得する必要がなければ
、または動作Ｂで提供された場所を何ら検証する必要がなければ、動作Ｆに進む。それ以
外の場合、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰは、ＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージをＳＥＴ
に送る。ＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥは、意図される測位方法（ｐｏｓＭｅｔｈｏｄ）と
、ＳＬＰ能力（ｓＬＰＣａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ）とを含む。
【０１２１】
　動作Ｄにおいて、ＳＥＴが、ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージをプロキシＤ／Ｅ
－ＳＬＰに送る。ＳＥＴは、ＳＥＴがＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥにおいて示される意図
された測位方法をサポートしない場合でも、ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージを送
ることができる。ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージは、位置ＩＤ（ｌｏｃａｔｉｏ
ｎＩｄ）と、ＳＥＴ能力（ｓＥＴＣａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ）と、任意選択で、プロキシ
Ｄ／Ｅ－ＳＬＰの測位プロトコル能力（ｓＬＰＣａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓにおいて動作Ｃ
で示される）と一致するＬＰＰ、ＬＰＰ／ＬＰＰｅおよび／またはＴＩＡ－８０１測位プ
ロトコルメッセージを搬送するＳＵＰＬ　ＰＯＳメッセージとを含む。ＳＥＴはまた、（
ＬＰＰ／ＬＰＰｅ／ＴＩＡ－８０１の一部として、または任意選択の測位パラメータを通
じて明示的に）サポートされる場合、ＳＥＴの場所を提供することができる。ＳＵＰＬ　
ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージにおいて取り出された、またはＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴ
メッセージにおいて受信された情報に基づいて計算された場所が、所望のＱｏＰを満たし
利用可能である場合、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは動作Ｆに直接進むことができ、ＳＵＰＬ　ＰＯＳ
セッションには関与しなくてよい。
【０１２２】
　動作Ｅにおいて、ＳＥＴおよびプロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰが、ＳＵＰＬ　ＰＯＳメッセー
ジ交換に関与して場所を計算する。このセッションで使用される測位方法は、ＳＵＰＬ　
ＰＯＳメッセージ交換の間、または任意選択で動作Ｄにおいて、ＳＥＴおよびプロキシＤ
／Ｅ－ＳＬＰによって交換される能力に基づいて決定される。プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰは
、受信された測位の測定結果に基づいて場所推定を計算し（ＳＥＴ－Ａｓｓｉｓｔｅｄ）
、または、ＳＥＴは、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰから取得された支援に基づいて場所推定を
計算する（ＳＥＴ－Ｂａｓｅｄ）。
【０１２３】
　動作Ｆにおいて、あらゆる場所計算が完了すると、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰは、Ｄ－Ｓ
ＬＰアドレスが要求された場合、許可されたＤ－ＳＬＰアドレスの新たなセットを決定し
、または、Ｅ－ＳＬＰアドレスが要求された場合、許可されたＥ－ＳＬＰアドレスの新た
なセットを決定する。ＳＥＴが、動作ＢにおいてＤ－ＳＬＰアドレスを要求しこの要求と
関連付けられるＱｏＰを提供した場合、プロキシＤ－ＳＬＰは、任意のＤ－ＳＬＰアドレ
スを提供するかどうかを決定する際の１つの要因として、ＱｏＰを考慮することができる
。プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰは、Ｄ－ＳＬＰアドレスが要求された場合、許可されたＤ－Ｓ
ＬＰアドレスのリストを含むＳＬＰ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎパラメータ（ｓｌｐＡ
ｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ）とともに、または、Ｅ－ＳＬＰアドレスが要求された場合、
許可されたＥ－ＳＬＰアドレスのリストを含むＳＬＰ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎパラ
メータとともに、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージをＳＥＴに送る。各リスト中のアドレスは
、優先度が最高のものを先頭に、優先度の順番で含まれてよく、ＳＥＴが同じプロキシＤ
／Ｅ－ＳＬＰから受信した可能性のある許可されたＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰのあらゆ
る以前のリストを置き換え得る。Ｈ－ＳＬＰまたは別のプロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰによって
提供されたＤ－ＳＬＰおよびＥ－ＳＬＰは、影響を受けないことがあり、Ｈ－ＳＬＰまた
は他のプロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰによって提供されたパラメータに従って、許可されたまま
であり得る。問い合わされているプロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰからのそのようなリストがない
こと、または、特定の要求されたＳＬＰタイプに対するアドレスをリストが含まないこと
は、この要求されたＳＬＰタイプに対するアドレスがプロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰによって許
可されなかったことと、ＳＥＴがプロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰによって以前に許可されたあら



(46) JP 5788531 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

ゆるアドレスを削除した可能性があることとを意味し得る。各々の提供されたＤ－ＳＬＰ
アドレスまたはＥ－ＳＬＰアドレスに対して、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰは、ＳＬＰアドレ
スが有効であると考えられ得るサービス期間と、ＳＬＰアドレスにアクセスできるサービ
スエリアと、ＳＬＰアドレスにアクセスできるサービングアクセスネットワークのリスト
と、サービングエリアとアクセスネットワークの制約がどのように組み合わされるべきか
を定義する組合せタイプとを含み得る。提供されたＤ－ＳＬＰアドレスの場合、プロキシ
Ｄ－ＳＬＰは、ＳＥＴがこのＤ－ＳＬＰと関わることを許可されるサービスのリストを提
供しなくてよく、それは、そのサービスがプロキシＤ－ＳＬＰのＨ－ＳＬＰによって許可
されるサービスと競合し得るからである。代わりに、ＳＥＴは、プロキシＤ－ＳＬＰのＨ
－ＳＬＰによって以前に許可された同じサービスを仮定することができる。プロキシＤ－
ＳＬＰは、Ｈ－ＳＬＰにアクセスするための優先度を提供しなくてよく、または、Ｄ－Ｓ
ＬＰがアクセスされるときにＨ－ＳＬＰに通知するための要求を提供しなくてよく、ＳＥ
Ｔは、そのような指示が受信された場合、それをすべて無視することができる。プロキシ
Ｄ／Ｅ－ＳＬＰが許可されたＤ－ＳＬＰアドレスおよび／またはＥ－ＳＬＰアドレスを返
信できるかどうかにかかわらず、プロキシＤ／Ｅは、同じプロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰに対し
てＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰの許可手順を繰り返すための、最小再試行期間を返信する
ことができる。最小再試行期間がないことは、再試行期間が０であることと同じものとし
て扱われ得る。ＳＥＴは、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰに対するＴＬＳ接続を解放し、このセ
ッションに関連するリソースを解放することができる。プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰは、この
セッションに関連するリソースを解放することができる。ＳＥＴは、同じＤ－ＳＬＰまた
はＥ－ＳＬＰがＨ－ＳＬＰによって許可される限り、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰによって許
可されるあらゆるＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰを無視することができ、（動作Ｇで規定さ
れるように）それに対して動作しなくてよい。ＳＥＴは、同じＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬ
Ｐの異なるプロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰからのあらゆる許可を保持することができ、（動作Ｇ
において規定されるように）その任意の許可に対して別々に動作することができる。
【０１２４】
　動作Ｇにおいて、ＳＥＴは続いて、２という再帰レベルを利用する以下の考慮事項に従
って、ＳＥＴにより開始される位置特定サービスのために、動作ＦでプロキシＤ／Ｅ－Ｓ
ＬＰによって提供された任意のＥ－ＳＬＰまたはＤ－ＳＬＰにアクセスすることができる
。
【０１２５】
　（ａ）ＳＥＴは最初、図９の動作Ｇで定義された方針に従って、Ｈ－ＳＬＰによって直
接許可されるＨ－ＳＬＰまたはＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰにアクセスすべきかどうかを
判定することができ、プロキシＤ－ＳＬＰまたはプロキシＥ－ＳＬＰにアクセスできると
ＳＥＴが判定し、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰ自体が１つまたは複数の他のＳＬＰを許可した
場合、ＳＥＴは、下の考慮事項に従って、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰまたはプロキシＤ／Ｅ
－ＳＬＰによって許可されたＳＬＰにアクセスすべきかどうかを判定することができる。
【０１２６】
　（ｂ）プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰによって提供されるＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰに、優
先度の順番でアクセスすることができ、その場合、優先度の低いアドレスは、優先度の高
いすべてのアドレスが何らかの他の条件によって除外されたとき、またはサービスを提供
できないとき、アクセスされる。
【０１２７】
　（ｃ）Ｄ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰは、Ｄ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰのあらゆるサービ
ス期間が経過しない限り、アクセスされ得る（注意：ＳＥＴは、Ｅ－ＳＬＰの場合の規制
の要件が別段要求しない限り、サービス期間が経過したとき、Ｄ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬ
Ｐとの進行中のあらゆるセッションを終了することができる。サービスの喪失を避けるた
めに、ＳＥＴは、サービス期間が経過する前に現在何らかの時間（たとえば、５～１０分
）使用されているＤ／Ｅ－ＳＬＰの許可プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰからの、再許可を要求す
ることができる。）。
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【０１２８】
　（ｄ）プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰによって提供されるＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰは、Ｓ
ＥＴがプロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰによって提供されるあらゆるサービスエリア制約とアクセ
スネットワーク制約とを満たせば、アクセスされ得る。組合せタイプが「ＡＮＤ」の場合
、ＳＥＴは、サービスエリア内にあり、かつ、Ｄ／Ｅ－ＳＬＰのために提供されるアクセ
スネットワークを使用している必要があり得る。組合せタイプが「ＯＲ」の場合、ＳＥＴ
は、サービスエリア内にあり、または、Ｄ／Ｅ－ＳＬＰのために提供されるアクセスネッ
トワークを使用している必要があり得る。組合せタイプが「Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｏ
Ｒ」の場合、ＳＥＴは、サービスエリア内にある必要があり、または、ＳＥＴがサービス
エリア内にあるかどうかＳＥＴが判定できない場合、ＳＥＴは、Ｄ／Ｅ－ＳＬＰのために
提供されるアクセスネットワークを使用している必要があり得る（注意：ＳＥＴは、最新
の位置推定（現在のまたは以前の）を使用して、あらゆるサービスエリア状態を判定する
ことができる。この判定は確率的であり得る（たとえば、何らかの確率でサービスエリア
内に位置すると判定する）。Ｄ／Ｅ－ＳＬＰにアクセスするための条件が満たされる前、
ＳＥＴは、サービスエリア状態を検証するのを助けるために、Ｄ／Ｅ－ＳＬＰにアクセス
することができない。アクセス条件が満たされた後、ＳＥＴはサービスエリア状態を定期
的に再検証することができる。再検証が失敗した場合、たとえば、ＳＥＴがもはやサービ
スエリア内にない場合、ＳＥＴはアクセスを停止し、あらゆる進行中のセッションを終了
することができる。Ｄ－ＳＬＰアクセスの場合、ＳＥＴは、プロキシＤ－ＳＬＰのＨ－Ｓ
ＬＰによって許可されたサービスを要求することができる。）。
【０１２９】
　（ｅ）上記の条件を満たす限り、優先度は通常、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰにアクセスす
ることではなく、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰによって許可されるＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬ
Ｐにアクセスすることに対して与えられ得る。かつ／または、
　（ｆ）Ｄ－ＳＬＰ、Ｅ－ＳＬＰまたはＨ－ＳＬＰへのアクセスが失敗した（たとえば、
ＳＥＴがセキュアなＩＰ接続を確立できなかった、またはＤ－ＳＬＰ、Ｅ－ＳＬＰ、また
はＨ－ＳＬＰが所望のサービスを提供できなかった）場合、ＳＥＴは、上記の条件に従っ
て、別のＤ－ＳＬＰ、Ｅ－ＳＬＰ、またはＨ－ＳＬＰにアクセスすることができる。
【０１３０】
　プロキシＤ－ＳＬＰによって許可されたＤ－ＳＬＰからのネットワークにより開始され
るサービスの要求に対して、プロキシＤ－ＳＬＰが要求された特定のネットワークにより
開始されるサービスをサポートするのをＨ－ＳＬＰによって許可されている限り、ＳＥＴ
は上記の制約を無視することができる。したがって、ＳＥＴは、許可されたプロキシＤ／
Ｅ－ＳＬＰによって許可されたＤ／Ｅ－ＳＬＰからのネットワークにより開始されるセッ
ションの要求を、Ｄ／Ｅ－ＳＬＰのサービスエリア外にある場合でも、および／または許
可されたアクセスネットワークを使用していない場合でも、受け入れることができる。し
かしながら、プライバシー要件（たとえば、各々のネットワークにより開始されるサービ
スに対して定義されるような）には、依然として従い得る。Ｅ－ＳＬＰからのネットワー
クにより開始されるサービス要求に対して、許可されているかどうかにかかわらず、ＳＥ
Ｔはまず、サポートに関するあらゆる地域的な規制に従い得る。プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰ
からのＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰの許可は、Ｄ－ＳＬＰもしくはＥ－ＳＬＰの、または
親のプロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰのあらゆる関連付けられるサービス期間が経過すると、終了
すると考えられ得る。ＳＥＴは次いで、このＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰと関連付けられ
るあらゆる内部データを除去することができる。
【０１３１】
　次に図１１に注目し、図１１は、ある実装形態による、いくつかの位置特定サービスと
ともに使用するＤ－ＳＬＰ／Ｅ－ＳＬＰの任意型許可をサポートするために使用され得る
、例示的なメッセージフローを示す流れ図である。この手順は、許可されたＤ－ＳＬＰア
ドレスおよび／またはＥ－ＳＬＰアドレスをＳＥＴに提供するために、Ｈ－ＳＬＰまたは
プロキシＤ－ＳＬＰまたはプロキシＥ－ＳＬＰによって呼び出され得る。手順は、通常通
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りＳＵＰＬセッションを終了するためにＳＵＰＬ　ＥＮＤがＤ／Ｅ／Ｈ－ＳＬＰによって
送られるとき、適用可能である。
【０１３２】
　動作Ａにおいて、ＳＥＴおよびＤ／Ｅ／Ｈ－ＳＬＰが、ＳＥＴ、またはＤ－ＳＬＰ、Ｅ
－ＳＬＰ、もしくはＨ－ＳＬＰ（本明細書ではＤ／Ｅ／Ｈ－ＳＬＰと総称される）によっ
て開始され得る、緊急のまたは延期されたＳＵＰＬセッションに関わる。動作Ａの例は、
図７のネットワークにより開始される位置特定セッションと、図８のＳＥＴにより開始さ
れる位置特定セッションとを含む。
【０１３３】
　動作Ｂにおいて、ＳＵＰＬセッションが、最後のＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージを送るこ
とを除いて完了すると、Ｄ／Ｅ／Ｈ－ＳＬＰは、たとえば、動作ＡでＤ／Ｅ／Ｈ－ＳＬＰ
によって取得されるような、現在のＳＥＴ位置およびＳＥＴによって使用される（１つま
たは複数の）現在のアクセスネットワークに基づき得る、許可されたＤ－ＳＬＰアドレス
および／またはＥ－ＳＬＰアドレスのセットを決定する。Ｄ／Ｅ／Ｈ－ＳＬＰは、許可さ
れたＤ－ＳＬＰアドレスおよび／またはＥ－ＳＬＰアドレスのリストを含むＳＬＰ　Ａｕ
ｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎパラメータ（ｓｌｐＡｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ）とともに、Ｓ
ＵＰＬ　ＥＮＤメッセージをＳＥＴに送る。各リスト中のアドレスは、優先度が最高のも
のを先頭に、優先度の順番で含まれてよく、ＳＥＴが同じプロキシＤ／Ｅ／Ｈ－ＳＬＰか
ら受信した可能性のある許可されたＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰのあらゆる以前のリスト
を置き換える。異なるプロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰによって提供されたＤ－ＳＬＰおよびＥ－
ＳＬＰは、プロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰが、Ｈ－ＳＬＰによってＳＵＰＬ　ＥＮＤにおいて提
供される他のＳＬＰによって置き換えられていない限り、影響を受け得ない。置き換えら
れている場合、そのような置き換えられたプロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰによって提供されるあ
らゆるＳＬＰも、除去され得る。各々の提供されたＤ－ＳＬＰアドレスまたはＥ－ＳＬＰ
アドレスに対して、Ｄ／Ｅ／Ｈ－ＳＬＰは、ＳＬＰアドレスが有効であると考えられ得る
サービス期間と、ＳＬＰアドレスにアクセスできるサービスエリアと、ＳＬＰアドレスに
アクセスできるサービングアクセスネットワークのリストと、サービングエリアとアクセ
スネットワークの制約がどのように組み合わされるべきかを定義する組合せタイプとを含
み得る。提供されるＤ－ＳＬＰアドレスの場合、プロキシＤ－ＳＬＰではなくＨ－ＳＬＰ
が、ＳＥＴがこのＤ－ＳＬＰと関わることを許可されているサービスのリストを、提供す
ることができる。プロキシＤ－ＳＬＰではなくＨ－ＳＬＰはまた、Ｈ－ＳＬＰにアクセス
するための優先度に対するＤ－ＳＬＰにアクセスするための優先度を提供することができ
、かつ／または、Ｄ－ＳＬＰがアクセスされるときＨ－ＳＬＰに通知するための要求を提
供することができる。Ｈ／Ｄ／Ｅ－ＳＬＰはまた、さらなるＤ－ＳＬＰおよび／またはＥ
－ＳＬＰの許可について同じＤ／Ｅ／Ｈ－ＳＬＰに問い合わせるための、最小再試行期間
を返信することができる。最小再試行期間がないことは、再試行期間が０であることと同
じものとして扱われ得る。ＳＥＴは、Ｄ／Ｅ／Ｈ－ＳＬＰに対するＴＬＳ接続を解放し、
セッションに関連するリソースを解放することができる。Ｄ／Ｅ／Ｈ－ＳＬＰは、セッシ
ョンに関連するリソースを解放することができる。
【０１３４】
　動作Ｃにおいて、ＳＥＴは続いて、ＳＥＴにより開始される位置特定サービスのために
、動作ＢにおいてＤ／Ｅ／Ｈ－ＳＬＰによって提供された任意のＥ－ＳＬＰまたはＤ－Ｓ
ＬＰにアクセスすることができ、かつ／または、任意のそのようなＤ－ＳＬＰまたはＥ－
ＳＬＰからのネットワークにより開始される位置特定の要求を受け入れることができる。
そのようなアクセスに対する方針は、Ｈ－ＳＬＰによって許可されるＤ－ＳＬＰまたはＥ
－ＳＬＰの場合に図９の動作Ｇにおいて定義されるものと、プロキシＤ－ＳＬＰまたはプ
ロキシＥ－ＳＬＰによって許可されるＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰの場合に図１０の動作
Ｇにおいて定義されるもののいずれかと、同じである。
【０１３５】
　次に図１２に注目し、図１２は、ある実装形態による、モバイルデバイスがいくつかの
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位置特定サービスとともにＤ－ＳＬＰ／Ｅ－ＳＬＰにアクセスすることに関する通知を、
Ｈ－ＳＬＰに提供するために使用され得る、例示的なメッセージフローを示す流れ図であ
る。この手順は、ＳＥＴによるＤ－ＳＬＰアクセスの変化についてＨ－ＳＬＰに通知する
ために、ＳＥＴによって呼び出され得る。これによって、たとえば、Ｈ－ＳＬＰに送られ
た外部ＬＣＳエージェントからの位置特定要求がＤ－ＳＬＰに転送またはリダイレクトさ
れる必要がある場合、どのＤ－ＳＬＰが、ネットワークにより開始される位置特定サービ
スを実行するためのＳＥＴに対するアクセス権を有するかを、Ｈ－ＳＬＰが追跡すること
が可能になり得る。Ｈ－ＳＬＰに連絡できない場合、ＳＥＴは、後で手順を再試行して、
直近にアクセスされたＤ－ＳＬＰをＨ－ＳＬＰに通知することができる。ネットワークに
より開始されるサービスを実行するのを許可されていないＤ－ＳＬＰについて通知される
のを避けるために、Ｈ－ＳＬＰは、この手順を、ネットワークにより開始されるサービス
を実行するのを許可されているＤ－ＳＬＰに限定することができる。Ｈ－ＳＬＰはまた、
プロキシＤ－ＳＬＰによって許可されるＤ－ＳＬＰに対するＳＥＴアクセスの通知を、含
めても除外してもよい。
【０１３６】
　動作Ａにおいて、ＳＥＴが、初めて、または、Ｈ－ＳＬＰに通知された１つもしくは複
数の他のＤ－ＳＬＰにＳＥＴがアクセスした後初めて、Ｄ－ＳＬＰにアクセスする。Ｄ－
ＳＬＰが、ネットワークにより開始されるサービスを実行するのを許可されず、Ｈ－ＳＬ
Ｐが、ネットワークにより開始されるサービスを実行するのを許可されたＤ－ＳＬＰのた
めの通知を要求した場合、または、Ｄ－ＳＬＰがプロキシＤ－ＳＬＰによって許可され、
Ｈ－ＳＬＰがプロキシＤ－ＳＬＰによって許可されたＤ－ＳＬＰの通知を要求しなかった
場合、ＳＥＴは動作を行わなくてよい。それ以外の場合、ＳＥＴは、Ｈ－ＳＬＰへのセキ
ュアなＴＬＳ接続を確立するために、適切な動作を行うことができる。
【０１３７】
　動作Ｂにおいて、ＳＥＴが、Ｈ－ＳＬＰのホームネットワークによって準備されたデフ
ォルトのアドレスを使用して、Ｈ－ＳＬＰへのセキュアなＴＬＳ接続を確立し、ＳＵＰＬ
　ＲＥＰＯＲＴメッセージをＨ－ＳＬＰに送ることができる。ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメ
ッセージは、アクセスされたＤ－ＳＬＰアドレスを含み得る。
【０１３８】
　Ｈ－ＳＬＰは、位置特定セッションが終了したことを示すＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージ
を、ＳＥＴに送ることができる。Ｈ－ＳＬＰは、このセッションに関連するリソースを解
放することができる。
【０１３９】
　次に図１３に注目し、図１３は、ある実装形態による、いくつかの位置特定サービスに
関するセッション情報を再通知とともに取得するために使用され得る、例示的なメッセー
ジフローを示す流れ図である。メッセージフローは、ＳＥＴに対して現在許可されている
Ｄ－ＳＬＰおよび／またはＥ－ＳＬＰのリストについてＳＥＴに問い合わせるために、Ｈ
－ＳＬＰまたはプロキシＤ－ＳＬＰによって使用され得る。このリストを受信した後、Ｈ
－ＳＬＰまたはプロキシＤ－ＳＬＰは、許可されたＤ－ＳＬＰおよび／またはＥ－ＳＬＰ
の新たなリストをＳＥＴに提供することを選ぶことができる。
【０１４０】
　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｆｏ　Ｑｕｅｒｙサービスは、Ｈ－ＳＬＰまたはＤ－ＳＬＰ（本
明細書ではＤ／Ｈ－ＳＬＰと総称される）に適用可能であり、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰが、以下の
動作の１つまたは複数を（ＳＥＴの能力に応じて）実行することを可能にし得る。その動
作は、アクティブなＳＵＰＬセッションの情報についてＳＥＴに問い合わせること、アク
ティブなネットワークにより開始されるセッションのために、再通知または再通知と検証
を実行すること、次の報告期間を待つことなくあらゆる進行中のトリガされたセッション
を終了すること、現在許可されているＤ－ＳＬＰおよび／もしくはＥ－ＳＬＰ（Ｈ－ＳＬ
ＰまたはプロキシＤ－ＳＬＰに適用可能な）についてＳＥＴに問い合わせること、ならび
に／または、新たなＤ－ＳＬＰおよび／もしくはＥ－ＳＬＰアドレス（Ｈ－ＳＬＰもしく
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はプロキシＤ－ＳＬＰから許可された）を提供することである。これらの手順の１つが試
みられ、ＳＥＴがサービスをサポートしない場合、ＳＥＴは、たとえば、Ｓｅｓｓｉｏｎ
　Ｉｎｆｏ　Ｑｕｅｒｙサービスのセッションｉｄとステータスコード「ｓｅｒｖｉｃｅ
ＮｏｔＳｕｐｐｏｒｔｅｄ」とを含むＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージを、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰに
送ることができる。
【０１４１】
　動作Ａにおいて、１つまたは複数のトリガされたＳＵＰＬセッションが進行中であり得
る。
【０１４２】
　動作Ｂにおいて、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰが、ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージを使用して、ＳＥ
Ｔとの「セッション情報について問い合わせ」セッションを開始する。ＳＵＰＬ　ＩＮＩ
Ｔメッセージは、測位方法（ｐｏｓＭｅｔｈｏｄ）と、ＳＬＰ能力（ｓＬＰＣａｐａｂｉ
ｌｉｔｉｅｓ）とを含む。セッション情報についての問い合わせは、測位方法（ｐｏｓＭ
ｅｔｈｏｄ）：ｓｅｓｓｉｏｎｉｎｆｏｑｕｅｒｙによって示される。ＳＵＰＬ　ＩＮＩ
Ｔメッセージが送られる前に、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰはまた、メッセージのハッシュを計算し記
憶する。
【０１４３】
　動作Ｃにおいて、ＳＥＴが、受信されたＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージを分析する。真
正ではないことが判明した場合、ＳＥＴはさらなる動作を行わない。そうではない場合、
ＳＥＴは、必要な動作を行って、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰとのＴＬＳ接続の確立を準備する。
【０１４４】
　動作Ｄにおいて、ＳＥＴは、要求するＤ／Ｈ－ＳＬＰとの現在アクティブなすべてのセ
ッションのセッションｉｄのリスト（ｓｅｓｓｉｏｎＬｉｓｔ）を含むＳＵＰＬ　ＲＥＰ
ＯＲＴメッセージを、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰに返信する。Ｈ－ＳＬＰからの要求について、ＳＥ
Ｔはまた、現在許可されているプロキシＤ－ＳＬＰまたはプロキシＥ－ＳＬＰによって現
在許可されているあらゆるＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰのアドレスを含む、現在許可され
ているＤ－ＳＬＰおよび／またはＥ－ＳＬＰのアドレスのリスト（Ａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ
－Ｄ／Ｅ－ＳＬＰ－Ｌｉｓｔ）を含み得る。プロキシＤ－ＳＬＰからの要求について、Ｓ
ＥＴは、このプロキシＤ－ＳＬＰによって現在許可されているすべてのＤ－ＳＬＰアドレ
スのリスト（Ａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ－Ｄ－ＳＬＰ－Ｌｉｓｔ）を含み得る。この文脈にお
ける、現在許可されているとは、Ｄ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰのためにＨ－ＳＬＰまたは
プロキシＤ－ＳＬＰによって以前に与えられたあらゆるサービス期間がまだ経過していな
いことを意味する。ＳＥＴはまた、ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージでＳＥＴ能力（ｓ
ＥＴＣａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ）を送ることができる。中断されるセッションがある場合
、ＳＥＴはまた、すべての現在中断されているセッションのセッションｉｄのリスト（ｐ
ａｕｓｅＳｅｓｓｉｏｎＬｉｓｔ）を含み得る。ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージはま
た、受信されたＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージのハッシュ（ｖｅｒ）を含む。注意：中断
されたセッションはアクティブセッションであると考えられるので、ｓｅｓｓｉｏｎＬｉ
ｓｔは、あらゆる中断された（１つまたは複数の）セッションも含み得る。
【０１４５】
　動作Ｅにおいて、加入者の個人情報の確認に基づいて、かつ、ｓｅｓｓｉｏｎＬｉｓｔ
パラメータにおいて示されるような、任意のアクティブなトリガされたセッションに対し
て通知／検証が最後に発生してから経過した時間に基づいて、再通知または再通知と検証
が必要である場合、再通知または再通知と検証を必要とするすべてのセッションのセッシ
ョンｉｄのリスト（ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＬｉｓｔ）を含むＳＵＰＬ　ＮＯＴＩＦＹ
メッセージが、ＳＥＴに送られる。ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＬｉｓｔパラメータはまた
、各セッションの通知タイプを含む。再通知または再通知と検証を必要とするセッション
がない場合、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは直接、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージをＳＥＴに送ることが
できる。Ｈ－ＳＬＰまたはプロキシＤ－ＳＬＰの場合、ＳＵＰＬ　ＥＮＤは、許可された
Ｄ－ＳＬＰアドレスのリストを含み、かつ／または、Ｈ－ＳＬＰの場合、許可されたＥ－
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ＳＬＰアドレスのリストを含む、ＳＬＰ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎを含み得る。これ
らのリストの内容および処置は、特定のＳＬＰタイプに対してリストが提供されない場合
、ＳＥＴがそのＳＬＰタイプに対する以前の許可を使用し続けることができるという点を
除いて、Ｈ－ＳＬＰ　Ｑｕｅｒｙについて図９の動作ＦおよびＧにおいて説明されるもの
、または、プロキシＤ－ＳＬＰ　Ｑｕｅｒｙについて図１０の動作ＦおよびＧについて説
明されるものと同じであり得る。ＳＬＰアドレスを含まないリストが提供される場合、以
前の許可されたリストは除去され得ることに留意されたい。以前のリストが任意のプロキ
シＤ／Ｅ－ＳＬＰを含んでいた場合、それらのプロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰが提供したあらゆ
る許可リストも除去され得る。
【０１４６】
　動作Ｆにおいて、ＳＥＴが、ＳＵＰＬ　ＮＯＴＩＦＹ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージを
Ｄ／Ｈ－ＳＬＰに送ることができる。動作Ｅにおいて通知および検証が望まれた場合、Ｓ
ＵＰＬ　ＮＯＴＩＦＹ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージは、ユーザからの検証応答のリスト
（ＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＲｅｓｐＬｉｓｔ）を含む。
【０１４７】
　動作Ｇにおいて、動作Ｆで受信されたＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＲｅｓｐＬｉｓｔが、
再検証に対する同意を拒否する「Ｎｏｔ　Ａｌｌｏｗｅｄ」タイプの１つまたは複数の応
答を含む場合、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは、取り消すべきすべてのセッションのセッションｉｄの
リスト（ｅｎｄＳｅｓｓｉｏｎＬｉｓｔ）を含むＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯ
Ｐメッセージを、ＳＥＴに送る。ＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰはまた、「ｃ
ｏｎｓｅｎｔＤｅｎｉｅｄＢｙＵｓｅｒ」というｓｔａｔｕｓＣｏｄｅを含み、ＳＬＰ　
Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎを含み得る。ＳＥＴは、ｅｎｄＳｅｓｓｉｏｎＬｉｓｔパラ
メータにおいて示されるセッションに関連するリソースを解放することができ、動作Ｅと
同じようにあらゆるＳＬＰ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎを扱うことができる。取り消す
べきセッションがない場合、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは直接ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージをＳＥＴ
に送ることができ、動作Ｅと同じようにＳＥＴによって扱われ得るＳＬＰ　Ａｕｔｈｏｒ
ｉｚａｔｉｏｎを含んでよい。
【０１４８】
　動作Ｈにおいて、ステップＧが実行されると、ＳＥＴは、ＳＥＴがトリガされたセッシ
ョンを取り消し、あらゆるＳＬＰ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎを読み取ったということ
を、はＤ／Ｈ－ＳＬＰに返信されるＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージによって確認応答する。
ＳＥＴは、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰに対するＴＬＳ接続を解放し、Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｆｏ　Ｑ
ｕｅｒｙセッションに関連するリソースを解放することができる。Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは、Ｓ
ｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｆｏ　Ｑｕｅｒｙセッションに関連するリソースを解放することがで
きる。
【０１４９】
　動作Ｉにおいて、他の残りのトリガされた（１つまたは複数の）ＳＵＰＬセッションが
、可能であれば継続し得る。
【０１５０】
　次に図１４に注目し、図１４は、ある実装形態による、いくつかの位置特定サービスに
関するセッション情報をセッション終了とともに取得するために使用され得る、例示的な
メッセージフローを示す流れ図である。メッセージフローは、ＳＥＴに対して現在許可さ
れているＤ－ＳＬＰおよび／またはＥ－ＳＬＰのリストについてＳＥＴに問い合わせるた
めに、Ｈ－ＳＬＰまたはプロキシＤ－ＳＬＰ（本明細書ではＤ／Ｈ－ＳＬＰと総称される
）によって使用され得る。このリストを受信した後、Ｈ－ＳＬＰまたはプロキシＤ－ＳＬ
Ｐは、許可されたＤ－ＳＬＰおよび／またはＥ－ＳＬＰの新たなリストをＳＥＴに提供す
ることを選ぶことができる。
【０１５１】
　動作Ａにおいて、１つまたは複数のトリガされたＳＵＰＬセッションが進行中であり得
る。
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【０１５２】
　動作Ｂにおいて、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰが、ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージを使用して、ＳＥ
Ｔとの「セッション情報について問い合わせ」セッションを開始する。ＳＵＰＬ　ＩＮＩ
Ｔメッセージは、測位方法（ｐｏｓＭｅｔｈｏｄ）と、ＳＬＰ能力（ｓＬＰＣａｐａｂｉ
ｌｉｔｉｅｓ）とを含む。セッション情報についての問い合わせは、測位方法（ｐｏｓＭ
ｅｔｈｏｄ）：ｓｅｓｓｉｏｎｉｎｆｏｑｕｅｒｙによって示される。ＳＵＰＬ　ＩＮＩ
Ｔメッセージが送られる前に、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰはまた、メッセージのハッシュを計算し記
憶する。
【０１５３】
　動作Ｃにおいて、ＳＥＴが、受信されたＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージを分析する。真
正ではないことが判明した場合、ＳＥＴはさらなる動作を行わない。そうではない場合、
ＳＥＴは、必要な動作を行い、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰとのＴＬＳ接続の確立を準備する。
【０１５４】
　動作Ｄにおいて、ＳＥＴは、要求するＤ／Ｈ－ＳＬＰとの現在アクティブなすべてのセ
ッションのセッションｉｄのリスト（ｓｅｓｓｉｏｎＬｉｓｔ）を含むＳＵＰＬ　ＲＥＰ
ＯＲＴメッセージを、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰに返信する。Ｈ－ＳＬＰからの要求について、ＳＥ
Ｔはまた、現在許可されているプロキシＤ－ＳＬＰまたはプロキシＥ－ＳＬＰによって現
在許可されているあらゆるＤ－ＳＬＰまたはＥ－ＳＬＰのアドレスを含む、現在許可され
ているＤ－ＳＬＰおよび／またはＥ－ＳＬＰのアドレスのリストを含み得る。プロキシＤ
－ＳＬＰからの要求について、ＳＥＴは、このプロキシＤ－ＳＬＰによって現在許可され
ているすべてのＤ－ＳＬＰアドレスのリストを含み得る。ＳＥＴはまた、ＳＵＰＬ　ＲＥ
ＰＯＲＴメッセージでＳＥＴ能力（ｓＥＴＣａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ）を送ることができ
る。中断されるセッションがある場合、ＳＥＴはまた、すべての現在中断されているセッ
ションのセッションｉｄのリスト（ｐａｕｓｅＳｅｓｓｉｏｎＬｉｓｔ）を含み得る。Ｓ
ＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージはまた、受信されたＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージのハ
ッシュ（ｖｅｒ）を含む。
【０１５５】
　動作Ｅにおいて、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは、ＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセ
ージをＳＥＴに送り、次の定期的なトリガまたはエリアイベントトリガを待つことなく、
あらゆるアクティブなトリガされたセッションおよび／または中断されたトリガされたセ
ッションを取り消し、Ｈ－ＳＬＰの場合、ＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッ
セージは、ＳＬＰ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎを含め得る。ＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲ
ＥＤ　ＳＴＯＰメッセージは、取り消すべきすべてのセッションのセッションｉｄのリス
ト（ｅｎｄＳｅｓｓｉｏｎＬｉｓｔ）と、「ｓｅｓｓｉｏｎＳｔｏｐｐｅｄ」というステ
ータスコード（ｓｔａｔｕｓＣｏｄｅ）とを含む。ＳＥＴは、ｅｎｄＳｅｓｓｉｏｎＬｉ
ｓｔパラメータにおいて示されるセッションに関連するリソースを解放することができ、
Ｈ－ＳＬＰまたはプロキシＤ－ＳＬＰからのあらゆるＳＬＰ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏ
ｎを、図１３の動作Ｅと同じように扱うことができる。取り消すべきセッションがない場
合、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは直接、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージをＳＥＴに送ることができ、Ｈ
－ＳＬＰまたはプロキシＤ－ＳＬＰの場合、図１３の動作Ｅと同じようにＳＥＴによって
扱われ得るＳＬＰ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎを含め得る。
【０１５６】
　動作Ｆにおいて、ＳＥＴは、ＳＥＴがトリガされたセッションを取り消し、あらゆるＳ
ＬＰ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎを読み取ったということを、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰに返信さ
れるＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージによって確認応答する。ＳＥＴは、Ｄ／Ｈ－ＳＬＰに対
するＴＬＳ接続を解放し、Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｆｏ　Ｑｕｅｒｙセッションに関連する
リソースを解放することができる。Ｄ／Ｈ－ＳＬＰは、Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｆｏ　Ｑｕ
ｅｒｙセッションに関連するリソースを解放することができる。
【０１５７】
　動作Ｇにおいて、トリガされた（１つまたは複数の）ＳＵＰＬセッションが、可能であ
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【０１５８】
　以下のセクションは、上で提示されたいくつかの例示的な実装形態において使用され得
るいくつかの例示的なメッセージに関する、さらなる情報を提供する。
【０１５９】
　ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴは、ＳＥＴからＳＬＰへの初期メッセージであり、または、ネッ
トワークにより開始されるＧｅｎｅｒｉｃ　ＳＵＰＬ　Ｓｅｓｓｉｏｎ（ＧＳＳ）におけ
るＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージへの応答である。ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴ中のいくつかの
パラメータは相互に排他的であり、互いに含まれ得ない。いくつかの実装形態では、パラ
メータは、最高の優先度のものを先頭に、次のような優先度の順番で、すなわち、Ｔｈｉ
ｒｄ　Ｐａｒｔｙ、Ｌｏｃａｔｉｏｎ　ＵＲＩ　Ｒｅｑｕｅｓｔ、ＳＬＰ　Ｑｕｅｒｙ、
および／またはＧＳＳ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓという順番で列挙される。
【０１６０】
　上のリスト中の２つ以上のパラメータがＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴに含まれる場合、ＳＬＰ
は、最高の優先度のパラメータを受け入れ、それよりも優先度の低いパラメータをすべて
無視することができる。その結果、形成されたＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージの出来が
悪いものであった場合、ＳＬＰは、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージとエラーコードとを返信
することができる。
【０１６１】
　表１は、例示的なＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージを示す。表中の各行は、ＳＵＰＬ　
ＳＴＡＲＴメッセージの別個のパラメータを表し、パラメータの名前と、ＳＵＰＬ　ＳＴ
ＡＲＴへの含有が必須（Ｍ）か、任意選択（Ｏ）か、または条件付き（ＣＶ）かというこ
とと、パラメータの機能および内容の簡単な説明とを含む。表中の前のパラメータの一部
であるパラメータは、その名前の前の「＞」という文字を使用して示される。文字「＞」
は、入れ子の連続的なレベルを示すために繰り返される。たとえば、パラメータのリスト
＜「Ａ」、「＞Ｂ」、「＞Ｃ」、「＞＞Ｄ」、「＞＞＞Ｅ」、「＞Ｆ」、「Ｇ」＞は、パ
ラメータ「Ｂ」、「Ｃ」および「Ｆ」がパラメータ「Ａ」の一部である（入れ子の第１の
レベルにある）ことと、パラメータ「Ｄ」がパラメータ「Ｃ」の一部である（かつしたが
って、パラメータ「Ａ」の一部でもあるが「Ｃ」の中に入れ子になっている）ことと、パ
ラメータ「Ｅ」がパラメータ「Ｄ」の一部である（かつしたがって、パラメータ「Ｃ」お
よび「Ａ」の一部でもある）ことと、パラメータ「Ｇ」がパラメータ「Ａ」の一部ではな
いがメッセージ中の別個のパラメータであることとを示す。同じ決まりが、本明細書にお
いて下でさらに列挙される他のメッセージとパラメータとを表す表に、適用される。
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【表１－１】
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【表１－２】
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【表１－３】

【０１６２】
　表１Ａは、例示的なＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージを示す。ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセ
ージは、新たなＳＵＰＬセッションのために、ＳＥＴへＳＬＰ（たとえば、Ｈ－ＳＬＰ、
Ｄ－ＳＬＰ、またはＥ－ＳＬＰ）によって転送される第１のメッセージであり得る。
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【表２－１】
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【表２－２】
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【表２－３】
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【表２－４】

【０１６３】
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　ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージは、正常にまたは不正常にＳＵＰＬ手順を終了するメッセ
ージである。以下の表は、例示的なＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージを示す。
【表３－１】
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【表３－２】
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【表３－３】

【０１６４】
　ＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージは、既存のトリガされたセッショ
ンを終了するために、または、進行中のトリガされたセッションを中断／再開するために
、ＳＬＰまたはＳＥＴによって使用される。以下の表は、例示的なＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧ
ＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージを示す。
【表４－１】
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【表４－２】

【０１６５】
　ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージは、以下の例において使用され得る。
【０１６６】
　ｉ．トリガされる適用形態では、ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージは、測位手順（Ｓ
ＵＰＬ　ＰＯＳセッション）の終了をＳＥＴに示すために、ＳＬＰによって使用される。
この場合、ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージは、計算された場所を含むこともあり含ま
ないこともある。
【０１６７】
　ｉｉ．トリガされる適用形態では、ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージは、１つもしく
は複数の測位結果（ＳＥＴによって計算された）および／または（１つもしくは複数の）
改良されたセル／セクタの測定結果を、ＳＥＴからＳＬＰに送るために使用され得る。改
良されたセル／セクタ／ＡＰの測定結果は、ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴ内で搬送される、Ｌ
ＰＰ／ＬＰＰｅ／ＴＩＡ－８０１　Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎメッセージで送られる。ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージは、エリアイベント
または速度イベントが発生したことをＳＬＰに示すための測位または速度の結果を伴わず
に使用され得る。任意選択で、結果コードは、エラー状態（たとえば、利用可能な場所な
し）を示すために送られ得る。
【０１６８】
　ｉｉｉ．継続中の一括報告セッション内での中間報告として、ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴ
メッセージが、トリガされる適用形態として使用されるが、メッセージは（１つまたは複
数の）測位結果を含み得る。これによって、ＳＥＴが、ＳＥＴに記憶されるデータの量を
減らすことによってＳＥＴのメモリを動的に管理することが可能になる。
【０１６９】
　ｉｖ．ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴは、Ｈ－ＳＬＰまたはＤ－ＳＬＰからのセッション情報
問い合わせに応答して、ＳＥＴによって使用される。この場合、ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴ
メッセージは、すべてのアクティブなＳＵＰＬセッションのセッションｉｄのリストを含
む。ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージはまた、ＳＥＴ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓを含
み得る。Ｈ－ＳＬＰからのセッション情報問い合わせのために、ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴ
メッセージは、現在許可されているすべてのＤ－ＳＬＰおよびＥ－ＳＬＰ（許可されたプ
ロキシＤ／Ｅ－ＳＬＰによって許可されたＤ－ＳＬＰとＥ－ＳＬＰとを含む）のアドレス
を含む。プロキシＤ－ＳＬＰからのセッション情報問い合わせのために、ＳＵＰＬ　ＲＥ
ＰＯＲＴメッセージは、そのプロキシＤ－ＳＬＰによって現在許可されているすべてのＤ
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【０１７０】
　ｖ．ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴは、ネットワークにより開始されるサービスをサポートし
得る許可されたＤ－ＳＬＰにアクセスの変更を報告するために、ＳＥＴによって使用され
る。
【０１７１】
　アップリンク報告では、送るべき報告データの量が最大のＵＬＰメッセージ長（６４Ｋ
オクテット）を超える場合、ＳＥＴは、複数のＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージで報告
データを送ることができる。例示的なＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージが、以下の表に
示される。
【表５－１】
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【表５－２】
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【表５－３】
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【表５－４】
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【表５－５】
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【表５－６】

【０１７２】
　ＳＥＴ能力パラメータは、ＳＥＴの能力を特定するために使用されてよく、たとえば、
（ｉ）図９のようなＨ－ＳＬＰによるＤ－ＳＬＰ許可、（ｉｉ）図９のようなＨ－ＳＬＰ
によるＥ－ＳＬＰ許可、（ｉｉｉ）図１０のようなプロキシＤ－ＳＬＰによるＤ－ＳＬＰ
許可、（ｉｖ）図１０のようなプロキシＥ－ＳＬＰによるＥ－ＳＬＰ許可、および（ｖ）
図１２のような、初めてまたは別のＤ－ＳＬＰにアクセスした後初めてＳＥＴがＤ－ＳＬ
ＰにアクセスしたことのＨ－ＳＬＰへの通知のうちの１つまたは複数をＳＥＴがサポート
することを、示し得る。ＳＥＴ能力パラメータは、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージ、Ｓ
ＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージ、および／または他のＳＵＰＬメッセージで、ＳＥ
ＴによってＳＬＰ（たとえば、Ｈ－ＳＬＰ、Ｄ－ＳＬＰ、Ｅ－ＳＬＰ）に転送され得る。
受信ＳＬＰは、パラメータを使用して、許可されたＤ－ＳＬＰおよび／またはＥ－ＳＬＰ
をＳＥＴに提供するかどうかを判断し（たとえば、図１１の任意型の許可手順を使用して
）、かつ／または、許可されたＤ－ＳＬＰをＳＥＴに提供するとき、（たとえば、図１２
の手順に従った）Ｄ－ＳＬＰへのＳＥＴによるアクセスの通知を要求するかどうかを判断
することができる。以下の表は、例示的なＳＥＴ能力パラメータを示す。表中のパラメー
タが今度はＳＥＴ能力パラメータのサブパラメータを指すということを除いて、ＳＵＰＬ
　ＳＴＡＲＴメッセージのために表１について前に説明されたようなものと同じ表中の決
まりが使用される。これらの決まりは、本明細書において下にさらに含まれる他のパラメ
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ータの表に対しても使用される。
【表６－１】
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【表６－２】
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【表６－３】
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【表６－４】
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【表６－５】
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【表６－６】
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【表６－７】

【０１７３】
　ＳＬＰ　Ｑｕｅｒｙパラメータは、現在のＳＥＴ位置および／またはサービングアクセ
スネットワークに適用可能な許可されたＤ－ＳＬＰおよび／またはＥ－ＳＬＰアドレスの
リストを、Ｈ－ＳＬＰ、プロキシＤ－ＳＬＰまたはプロキシＥ－ＳＬＰから要求するため
に、ＳＥＴによって使用され得る。ＳＬＰ　Ｑｕｅｒｙパラメータは、ＳＵＰＬ　ＳＴＡ
ＲＴメッセージに含まれてよく、たとえば、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージは、図９お
よび図１０の動作Ｂで転送される。以下の表は、例示的なＳＬＰ　Ｑｕｅｒｙパラメータ
を示す。
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【表７－１】
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【表７－２】

【０１７４】
　ＳＬＰ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎパラメータは、１つもしくは複数の許可されたＤ
－ＳＬＰおよび／またはＥ－ＳＬＰアドレスをＳＥＴに提供し、これらのアドレスの使用
に対する任意選択の制限を与えるために、Ｈ－ＳＬＰ、プロキシＤ－ＳＬＰ、またはプロ
キシＥ－ＳＬＰによって使用され得る。ＳＬＰ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎパラメータ
は、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージに含まれてよく、たとえば、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセー
ジは、図９および図１０の動作Ｆで、ならびに図１１の動作Ｂで転送される。ＳＬＰ　Ａ
ｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎパラメータはまた、たとえば、図１３の動作Ｇおよび図１４の
動作Ｅのように、ＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージに含まれてよい。
以下の表は、例示的なＳＬＰ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎパラメータを示す。
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【表８－１】
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【表８－２】
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【表８－３】
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【表８－４】
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【表８－５】
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【表８－６】
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【表８－７】

【０１７５】
　Ａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ　Ｄ－ＳＬＰ　Ｌｉｓｔパラメータは、あらゆる現在許可されて
いるＤ－ＳＬＰアドレスを、Ｈ－ＳＬＰまたはプロキシＤ－ＳＬＰに提供するために、Ｓ
ＥＴによって使用され得る。Ａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ　Ｄ－ＳＬＰ　Ｌｉｓｔパラメータは
、たとえば、図１３および図１４の動作Ｄのように、ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージ
で転送され得る。以下の表は、例示的なＡｕｔｈｏｒｉｚｅｄ　Ｄ－ＳＬＰ　Ｌｉｓｔパ
ラメータを示す。
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【表９】

【０１７６】
　Ａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ　Ｅ－ＳＬＰ　Ｌｉｓｔパラメータは、あらゆる現在許可されて
いるＥ－ＳＬＰアドレスをＨ－ＳＬＰに提供するために、ＳＥＴによって使用され得る。
Ａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ　Ｅ－ＳＬＰ　Ｌｉｓｔパラメータは、たとえば、図１３および図
１４の動作Ｄのように、ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージで転送され得る。以下の表は
、例示的なＡｕｔｈｏｒｉｚｅｄ　Ｅ－ＳＬＰ　Ｌｉｓｔパラメータを示す。

【表１０】

【０１７７】
　Ｄ－ＳＬＰ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎパラメータは、Ｄ－ＳＬＰがネ
ットワークにより開始されるサービスをサポートすることを許可されているとき、最近ア
クセスされたＤ－ＳＬＰのアドレスをＨ－ＳＬＰに提供するために、ＳＥＴによって使用
され得る。Ｄ－ＳＬＰ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎパラメータは、たとえ
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ば図１２の動作Ｂのように、ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージで転送され得る。以下の
表は、例示的なＤ－ＳＬＰアクセス通知パラメータを示す。
【表１１】

【０１７８】
　本明細書全体にわたる「一例」、「例」、「いくつかの例」、または「例示的な実装形
態」という言及は、特徴および／または例に関して説明する特定の特徴、構造、または特
性が、特許請求される主題の少なくとも１つの特徴および／または例の中に含まれ得るこ
とを意味する。したがって、本明細書全体にわたる様々な場所における「一例では」、「
例」、「いくつかの例では」もしくは「いくつかの実装形態では」という句、または他の
同様の句の出現は、必ずしもすべてが同じ特徴、例、および／または限定を指すとは限ら
ない。さらに、それらの特定の特徴、構造、または特性は、１つまたは複数の例および／
または特徴へと組み合わせられ得る。
【０１７９】
　本明細書で説明された方法は、特定の特徴および／または例に従って、適用例に応じて
様々な手段によって実施され得る。たとえば、そのような方法は、ソフトウェアとともに
ハードウェア、ファームウェア、および／またはそれらの組合せで実施され得る。ハード
ウェア実装の場合、たとえば、処理ユニットは、１つまたは複数の特定用途向け集積回路
（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理デバイス（ＤＳＰ
Ｄ）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ
（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ
、電子デバイス、本明細書で説明する機能を実行するように設計された他のデバイスユニ
ット、および／またはそれらの組合せの中で実装され得る。
【０１８０】
　上記の詳細な説明では、特許請求される主題の完全な理解を与えるために多数の具体的
な詳細が記載された。ただし、特許請求される主題は、これらの具体的な詳細を伴わずに
実施され得ることが当業者には理解されよう。他の事例では、特許請求される主題を不明
瞭にしないように、当業者には既知であろう方法および装置については詳細に説明されて
いない。
【０１８１】
　上記の詳細な説明のいくつかの部分は、特定の装置または専用コンピューティングデバ
イスまたはプラットフォームのメモリ内に記憶された２値デジタル電子信号の演算のアル
ゴリズムまたは記号表現に関して提示された。この特定の明細書の文脈では、特定の装置
などの用語は、プログラムソフトウェアからの命令に従って特定の機能を実行するように
プログラムされた後の汎用コンピュータを含む。アルゴリズムの説明または記号表現は、
信号処理または関連技術において当業者が、彼らの仕事の本質を他の当業者に伝達するた
めに使用する技法の例である。アルゴリズムは、本明細書では、また一般に、所望の結果
をもたらす自己無撞着な一連の演算または同様の信号処理であると考えられる。この文脈
では、演算または処理は物理量の物理的な操作に関係する。必ずしもそうとは限らないが



(89) JP 5788531 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

、一般に、電子信号は情報を表すので（たとえば、表現データ）、そのような量は、記憶
、転送、組合せ、比較、または他の操作が可能な、電気信号または磁気信号の形式をとり
得る。主に一般的に使用されているという理由で、そのような信号をビット、データ、値
、要素、記号、文字、項、数、数字、情報などと呼ぶことは時々便利であることがわかっ
ている。しかしながら、これらおよび同様の用語はすべて、適切な物理量と関連付けられ
るべきものであり、便宜的なラベルにすぎないことを理解されたい。別段に明記されてい
ない限り、以下の説明から明らかなように、本明細書全体にわたって、「処理する」、「
算出する」、「計算する」、「判定する」、「確立する」、「取得する」、「識別する」
などの用語を利用する説明は、専用コンピュータまたは同様の専用電子コンピューティン
グデバイスのような、特定の装置の動作またはプロセスを指すことを理解されたい。した
がって、本明細書の文脈では、専用コンピュータまたは同様の専用電子コンピューティン
グデバイスは、専用コンピュータもしくは同様の専用電子コンピューティングデバイスの
メモリ、レジスタもしくは他の情報記憶デバイス、送信デバイス、またはディスプレイデ
バイス内の電子的な物理量もしくは磁気的な物理量として一般に表される信号を、操作ま
たは変換することが可能である。この特定の特許出願の文脈では、「特定の装置」という
用語は、プログラムソフトウェアからの命令に従って特定の関数を実行するようにプログ
ラムされた汎用コンピュータを含み得る。
【０１８２】
　本明細書で使用される「および」、「または」、および「および／または」という用語
は、そのような用語が使用される文脈に少なくとも部分的に依存することも予想される様
々な意味を含み得る。一般に、「または」がＡ、ＢまたはＣなどの列挙を関連付けるため
に使用された場合、包含的な意味で使用された場合はＡ、Ｂ、およびＣを意味し、排他的
な意味で使用された場合はＡ、ＢまたはＣを意味するものとする。加えて、本明細書で使
用される「１つまたは複数」という用語は、単数形の任意の特徴、構造、もしくは特性な
どについて説明するために使用され得るか、または、複数の特徴、構造、もしくは特性、
または特徴、構造、もしくは特性の何らかの他の組合せについて説明するために使用され
得る。しかし、これは説明のための例にすぎないこと、および特許請求される主題がこの
例に限定されないことに留意されたい。
【０１８３】
　現在例示的な特徴と考えられていることが例示され説明されたが、特許請求される主題
から逸脱することなく、他の様々な変形を行うことができ、等価物が置換され得ることが
、当業者には理解されよう。さらに、本明細書で説明される中心概念から逸脱することな
く、特許請求される主題の教示に特定の状況を適合させるために多くの変更を行うことが
できる。
【０１８４】
　したがって、特許請求される主題は、開示された特定の例に限定されず、そのような特
許請求される主題は、添付の特許請求の範囲の中に入るすべての態様、およびその等価物
も含み得るものとする。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　ロケーションサーバの１つまたは複数のコンピューティングデバイスによって使用され
る方法であって、
　モバイルデバイスから第１のメッセージを取得することであって、前記ロケーションサ
ーバが前記モバイルデバイスのために許可ロケーションサーバのプロキシロケーションサ
ーバを備え、前記第１のメッセージがロケーションサーバの第１のセットを示す、取得す
ることと、
　ロケーションサーバの前記第１のセットに少なくとも一部基づいて、ロケーションサー
バの第２のセットを決定することと、
　第２のメッセージを前記モバイルデバイスに送信することであって、前記第２のメッセ
ージが、前記モバイルデバイスによる位置特定サービス関連のアクセスに対して許可され
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ているものとしてロケーションサーバの前記第２のセットを示す、送信することとを備え
る、方法。
［Ｃ２］
　前記モバイルデバイスがＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記プロキシロケーションサーバが、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（
Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の
少なくとも１つを備え、ロケーションサーバの前記第１のセットおよび／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセットの中の少なくとも１つのロケーションサーバが、Ｄ－ＳＬ
Ｐおよび／またはＥ－ＳＬＰの１つまたは複数を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記第１のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージまたはＳＵＰＬ　ＲＥＰＯ
ＲＴメッセージを備え、かつ／または、前記第２のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッ
セージまたはＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージを備える、Ｃ１に記載
の方法。
［Ｃ５］
　前記モバイルデバイスが、前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケーションサ
ーバを使用するために、前記許可ロケーションサーバから以前に許可を取得した、Ｃ１に
記載の方法。
［Ｃ６］
　前記許可ロケーションサーバが、ホームＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｈ－ＳＬ
Ｐ）、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊
急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の少なくとも１つを備える、Ｃ１に
記載の方法。
［Ｃ７］
　前記第１のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ）パラメータの少なくとも１つを示す、Ｃ１に記載の方
法。
［Ｃ８］
　前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバイスによる使用が可能なアクセス
ネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ
）パラメータの少なくとも１つに、少なくとも一部基づいて、ロケーションサーバの前記
第２のセットを決定することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記モバイルデバイスの推定場所を取得することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　ロケーションサーバの前記第１のセットが、前記位置特定サービス関連のアクセスのた
めに前記プロキシロケーションサーバによって以前許可された１つもしくは複数のロケー
ションサーバ、前記モバイルデバイスによって好まれる１つもしくは複数のロケーション
サーバ、および／または前記モバイルデバイスによって好まれない１つもしくは複数のロ
ケーションサーバの、１つまたは複数を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記モバイルデバイスから後続のメッセージを取得することをさらに備え、前記後続の
メッセージが、前記モバイルデバイスによる少なくとも１つの前記位置特定サービス関連
のアクセスの発生を示す、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスがロケーションサーバの前記第２のセ
ット中の許可されたロケーションサーバに、初めて、かつ／または、ロケーションサーバ
の前記第２のセット中の別のロケーションサーバにアクセスした後初めて、アクセスした
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ことに応答して、前記モバイルデバイスによって送信される、Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記第２のメッセージがさらに、位置特定サービスのための前記プロキシロケーション
サーバと関連付けられるアクセス優先度、ロケーションサーバの前記第２のセット中の１
つもしくは複数のロケーションサーバに対応する優先度の順番、および／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセット中の少なくとも１つのロケーションサーバのためのパラメ
ータの少なくとも１つを備える追加の情報を示す、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記パラメータが、サービス期間、サービスエリア、および／または前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワークのリストの少なくとも１つを備える、Ｃ１
３に記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記モバイルデバイスによって、
　前記モバイルデバイスによってロケーションサーバの前記第２のセット中の特定のロケ
ーションサーバにアクセスすることをさらに備え、前記特定のロケーションサーバが、前
記追加の情報に少なくとも一部基づいて前記モバイルデバイスによって決定される、Ｃ１
４に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記第２のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスが前記第１のメッセージを前記
プロキシロケーションサーバに再送信する前に経過すべき、最小再試行期間を示す、Ｃ１
に記載の方法。
［Ｃ１７］
　ロケーションサーバの前記第１のセットが空集合を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１８］
　モバイルデバイスによって使用される方法であって、
　許可ロケーションサーバから許可を取得して、前記許可ロケーションサーバのプロキシ
ロケーションサーバとしてロケーションサーバを使用することと、
　ロケーションサーバの第１のセットを示す第１のメッセージを前記プロキシロケーショ
ンサーバに送信することと、
　第２のメッセージを前記プロキシロケーションサーバから取得することであって、前記
第２のメッセージが、前記モバイルデバイスによる位置特定サービス関連のアクセスに対
して許可されているものとしてロケーションサーバの第２のセットを示す、取得すること
と、
　１つまたは複数の位置特定サービスのために、ロケーションサーバの前記第２のセット
から１つまたは複数のロケーションサーバにアクセスすることとを備える、方法。
［Ｃ１９］
　許可を取得して、前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケーションサーバを使
用することがさらに、
　前記プロキシロケーションサーバとしての前記ロケーションサーバの使用を許可するメ
ッセージを、前記許可ロケーションサーバから受信することを備える、Ｃ１８に記載の方
法。
［Ｃ２０］
　前記許可ロケーションサーバが、ホームＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｈ－ＳＬ
Ｐ）、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊
急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の少なくとも１つを備える、Ｃ１８
に記載の方法。
［Ｃ２１］
　前記モバイルデバイスがＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）を備える、Ｃ１８に記載の方法。
［Ｃ２２］
　前記プロキシロケーションサーバが、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（
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Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の
少なくとも１つを備え、ロケーションサーバの前記第１のセットおよび／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセットの中の少なくとも１つのロケーションサーバが、Ｄ－ＳＬ
Ｐおよび／またはＥ－ＳＬＰの１つまたは複数を備える、Ｃ１８に記載の方法。
［Ｃ２３］
　前記第１のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージまたはＳＵＰＬ　ＲＥＰＯ
ＲＴメッセージを備え、かつ／または、前記第２のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッ
セージまたはＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージを備える、Ｃ１８に記
載の方法。
［Ｃ２４］
　前記第１のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ）パラメータの少なくとも１つを示す、Ｃ１８に記載の
方法。
［Ｃ２５］
　ロケーションサーバの前記第１のセットが、前記位置特定サービス関連のアクセスのた
めに前記プロキシロケーションサーバによって以前許可された１つもしくは複数のロケー
ションサーバ、前記モバイルデバイスによって好まれる１つもしくは複数のロケーション
サーバ、および／または前記モバイルデバイスによって好まれない１つもしくは複数のロ
ケーションサーバの、１つまたは複数を備える、Ｃ１８に記載の方法。
［Ｃ２６］
　前記プロキシロケーションサーバに後続のメッセージを送信することをさらに備え、前
記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスによる少なくとも１つの前記位置特定サー
ビス関連のアクセスの発生を示す、Ｃ１８に記載の方法。
［Ｃ２７］
　前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスがロケーションサーバの前記第２のセ
ット中の許可されたロケーションサーバに、初めて、かつ／または、ロケーションサーバ
の前記第２のセット中の別のロケーションサーバにアクセスした後初めて、アクセスした
ことに応答して送信される、Ｃ２６に記載の方法。
［Ｃ２８］
　前記第２のメッセージがさらに、位置特定サービスのための前記プロキシロケーション
サーバと関連付けられるアクセス優先度、ロケーションサーバの前記第２のセット中の１
つもしくは複数のロケーションサーバに対応する優先度の順番、および／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセット中の少なくとも１つのロケーションサーバのためのパラメ
ータの少なくとも１つを備える追加の情報を示す、Ｃ１８に記載の方法。
［Ｃ２９］
　前記パラメータが、サービス期間、サービスエリア、および／または前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワークのリストの少なくとも１つを備える、Ｃ２
８に記載の方法。
［Ｃ３０］
　前記第２のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスが前記第１のメッセージを前記
プロキシロケーションサーバに再送信する前に経過すべき、最小再試行期間を示す、Ｃ１
８に記載の方法。
［Ｃ３１］
　ロケーションサーバの前記第１のセットが空集合を備える、Ｃ１８に記載の方法。
［Ｃ３２］
　ロケーションサーバにおいて使用するための装置であって、
　モバイルデバイスから第１のメッセージを取得するための手段であって、前記ロケーシ
ョンサーバが前記モバイルデバイスのために許可ロケーションサーバのプロキシロケーシ
ョンサーバを備え、前記第１のメッセージがロケーションサーバの第１のセットを示す、
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手段と、
　ロケーションサーバの前記第１のセットに少なくとも一部基づいて、ロケーションサー
バの第２のセットを決定するための手段と、
　第２のメッセージを前記モバイルデバイスに送信するための手段であって、前記第２の
メッセージが、前記モバイルデバイスによる位置特定サービス関連のアクセスに対して許
可されているものとしてロケーションサーバの前記第２のセットを示す、手段とを備える
、装置。
［Ｃ３３］
　前記モバイルデバイスがＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）を備える、Ｃ３２に記載の装置。
［Ｃ３４］
　前記プロキシロケーションサーバが、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（
Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の
少なくとも１つを備え、ロケーションサーバの前記第１のセットおよび／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセットの中の少なくとも１つのロケーションサーバが、Ｄ－ＳＬ
Ｐおよび／またはＥ－ＳＬＰの１つまたは複数を備える、Ｃ３２に記載の装置。
［Ｃ３５］
　前記第１のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージまたはＳＵＰＬ　ＲＥＰＯ
ＲＴメッセージを備え、かつ／または、前記第２のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッ
セージまたはＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージを備える、Ｃ３２に記
載の装置。
［Ｃ３６］
　前記モバイルデバイスが、前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケーションサ
ーバを使用するために、前記許可ロケーションサーバから以前に許可を取得した、Ｃ３２
に記載の装置。
［Ｃ３７］
　前記許可ロケーションサーバが、ホームＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｈ－ＳＬ
Ｐ）、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊
急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の少なくとも１つを備える、Ｃ３２
に記載の装置。
［Ｃ３８］
　前記第１のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ）パラメータの少なくとも１つを示す、Ｃ３２に記載の
装置。
［Ｃ３９］
　前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバイスによる使用が可能なアクセス
ネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ
）パラメータの少なくとも１つに、少なくとも一部基づいて、ロケーションサーバの前記
第２のセットを決定するための手段をさらに備える、Ｃ３２に記載の装置。
［Ｃ４０］
　前記モバイルデバイスの推定場所を取得するための手段をさらに備える、Ｃ３２に記載
の装置。
［Ｃ４１］
　ロケーションサーバの前記第１のセットが、前記位置特定サービス関連のアクセスのた
めに前記プロキシロケーションサーバによって以前許可された１つもしくは複数のロケー
ションサーバ、前記モバイルデバイスによって好まれる１つもしくは複数のロケーション
サーバ、および／または前記モバイルデバイスによって好まれない１つもしくは複数のロ
ケーションサーバの、１つまたは複数を備える、Ｃ３２に記載の装置。
［Ｃ４２］
　前記モバイルデバイスから後続のメッセージを取得するための手段をさらに備え、前記
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後続のメッセージが、前記モバイルデバイスによる少なくとも１つの前記位置特定サービ
ス関連のアクセスの発生を示す、Ｃ３２に記載の装置。
［Ｃ４３］
　前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスがロケーションサーバの前記第２のセ
ット中の許可されたロケーションサーバに、初めて、かつ／または、ロケーションサーバ
の前記第２のセット中の別のロケーションサーバにアクセスした後初めて、アクセスした
ことに応答して、前記モバイルデバイスによって送信される、Ｃ４２に記載の装置。
［Ｃ４４］
　前記第２のメッセージがさらに、位置特定サービスのための前記プロキシロケーション
サーバと関連付けられるアクセス優先度、および／またはロケーションサーバの前記第２
のセット中の１つもしくは複数のロケーションサーバに対応する優先度の順番、および／
またはロケーションサーバの前記第２のセット中の少なくとも１つのロケーションサーバ
のためのパラメータの少なくとも１つを備える追加の情報を示す、Ｃ３２に記載の装置。
［Ｃ４５］
　前記パラメータが、サービス期間、サービスエリア、および／または前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワークのリストの少なくとも１つを備える、Ｃ４
４に記載の装置。
［Ｃ４６］
　前記モバイルデバイスによってロケーションサーバの前記第２のセット中の特定のロケ
ーションサーバにアクセスするための手段をさらに備え、前記特定のロケーションサーバ
が、前記追加の情報に少なくとも一部基づいて前記モバイルデバイスによって決定される
、Ｃ４５に記載の装置。
［Ｃ４７］
　前記第２のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスが前記第１のメッセージを前記
プロキシロケーションサーバに再送信する前に経過すべき、最小再試行期間を示す、Ｃ３
２に記載の装置。
［Ｃ４８］
　モバイルデバイスにおいて使用するための装置であって、
　許可ロケーションサーバから許可を取得して、前記許可ロケーションサーバに対するプ
ロキシロケーションサーバとしてロケーションサーバを使用するための手段と、
　ロケーションサーバの第１のセットを示す第１のメッセージを前記プロキシロケーショ
ンサーバに送信するための手段と、
　第２のメッセージを前記プロキシロケーションサーバから取得するための手段であって
、前記第２のメッセージが、前記モバイルデバイスによる位置特定サービス関連のアクセ
スに対して許可されているものとしてロケーションサーバの第２のセットを示す、手段と
、
　１つまたは複数の位置特定サービスのために、ロケーションサーバの前記第２のセット
から１つまたは複数のロケーションサーバにアクセスするための手段とを備える、装置。
［Ｃ４９］
　許可を取得して、前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケーションサーバを使
用することがさらに、
　前記プロキシロケーションサーバとしての前記ロケーションサーバの使用を許可するメ
ッセージを、前記許可ロケーションサーバから受信することを備える、Ｃ４８に記載の装
置。
［Ｃ５０］
　前記許可ロケーションサーバが、ホームＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｈ－ＳＬ
Ｐ）、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊
急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の少なくとも１つを備える、Ｃ４８
に記載の装置。
［Ｃ５１］
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　前記モバイルデバイスがＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）を備える、Ｃ４８に記載の装置。
［Ｃ５２］
　前記プロキシロケーションサーバが、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（
Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の
少なくとも１つを備え、ロケーションサーバの前記第１のセットおよび／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセットの中の少なくとも１つのロケーションサーバが、Ｄ－ＳＬ
Ｐおよび／またはＥ－ＳＬＰの１つまたは複数を備える、Ｃ４８に記載の装置。
［Ｃ５３］
　前記第１のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージまたはＳＵＰＬ　ＲＥＰＯ
ＲＴメッセージを備え、かつ／または、前記第２のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッ
セージまたはＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージを備える、Ｃ４８に記
載の装置。
［Ｃ５４］
　前記第１のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ）パラメータの少なくとも１つを示す、Ｃ４８に記載の
装置。
［Ｃ５５］
　ロケーションサーバの前記第１のセットが、前記位置特定サービス関連のアクセスのた
めに前記プロキシロケーションサーバによって以前許可された１つもしくは複数のロケー
ションサーバ、前記モバイルデバイスによって好まれる１つもしくは複数のロケーション
サーバ、および／または前記モバイルデバイスによって好まれない１つもしくは複数のロ
ケーションサーバの、１つまたは複数を備える、Ｃ４８に記載の装置。
［Ｃ５６］
　前記プロキシロケーションサーバに後続のメッセージを送信するための手段をさらに備
え、前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスによる少なくとも１つの前記位置特
定サービス関連のアクセスの発生を示す、Ｃ４８に記載の装置。
［Ｃ５７］
　前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスがロケーションサーバの前記第２のセ
ット中の許可されたロケーションサーバに、初めて、かつ／または、ロケーションサーバ
の前記第２のセット中の別のロケーションサーバにアクセスした後初めて、アクセスした
ことに応答して送信される、Ｃ５６に記載の装置。
［Ｃ５８］
　前記第２のメッセージがさらに、位置特定サービスのための前記プロキシロケーション
サーバと関連付けられるアクセス優先度、ロケーションサーバの前記第２のセット中の１
つもしくは複数のロケーションサーバに対応する優先度の順番、および／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセット中の少なくとも１つのロケーションサーバのためのパラメ
ータの少なくとも１つを備える追加の情報を示す、Ｃ４８に記載の装置。
［Ｃ５９］
　前記パラメータが、サービス期間、サービスエリア、および／または前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワークのリストの少なくとも１つを備える、Ｃ５
８に記載の装置。
［Ｃ６０］
　前記第２のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスが前記第１のメッセージを前記
プロキシロケーションサーバに再送信する前に経過すべき、最小再試行期間を示す、Ｃ４
８に記載の装置。
［Ｃ６１］
　ネットワークインターフェースと、
　１つまたは複数の処理ユニットとを備え、前記１つまたは複数の処理ユニットが、
　　前記ネットワークインターフェースを介して、モバイルデバイスから第１のメッセー
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ジを取得することであって、前記ロケーションサーバが前記モバイルデバイスのために許
可ロケーションサーバのプロキシロケーションサーバを備え、前記第１のメッセージがロ
ケーションサーバの第１のセットを示す、取得することと、
　　ロケーションサーバの第１のセットに少なくとも一部基づいて、ロケーションサーバ
の第２のセットを決定することと、
　　前記ネットワークインターフェースを介した第２のメッセージの前記モバイルデバイ
スへの送信を開始することであって、前記第２のメッセージが、前記モバイルデバイスに
よる位置特定サービス関連のアクセスに対して許可されているものとしてロケーションサ
ーバの前記第２のセットを示す、開始することとを行うためのものである、ロケーション
サーバ。
［Ｃ６２］
　前記モバイルデバイスがＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）を備える、Ｃ６１に記載のロケー
ションサーバ。
［Ｃ６３］
　前記プロキシロケーションサーバが、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（
Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の
少なくとも１つを備え、ロケーションサーバの前記第１のセットおよび／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセットの中の少なくとも１つのロケーションサーバが、Ｄ－ＳＬ
Ｐおよび／またはＥ－ＳＬＰの１つまたは複数を備える、Ｃ６１に記載のロケーションサ
ーバ。
［Ｃ６４］
　前記第１のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージまたはＳＵＰＬ　ＲＥＰＯ
ＲＴメッセージを備え、かつ／または、前記第２のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッ
セージまたはＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージを備える、Ｃ６１に記
載のロケーションサーバ。
［Ｃ６５］
　前記モバイルデバイスが、前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケーションサ
ーバを使用するために、前記許可ロケーションサーバから以前に許可を取得した、Ｃ６１
に記載のロケーションサーバ。
［Ｃ６６］
　前記許可ロケーションサーバが、ホームＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｈ－ＳＬ
Ｐ）、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊
急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の少なくとも１つを備える、Ｃ６１
に記載のロケーションサーバ。
［Ｃ６７］
　前記第１のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ）パラメータの少なくとも１つを示す、Ｃ６１に記載の
ロケーションサーバ。
［Ｃ６８］
　前記１つまたは複数の処理ユニットがさらに、
　前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバイスによる使用が可能なアクセス
ネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ
）パラメータの少なくとも１つに、少なくとも一部基づいて、ロケーションサーバの前記
第２のセットを決定するためのものである、Ｃ６１に記載のロケーションサーバ。
［Ｃ６９］
　前記１つまたは複数の処理ユニットがさらに、
　前記モバイルデバイスの推定場所を取得するためのものである、Ｃ６１に記載のロケー
ションサーバ。
［Ｃ７０］
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　ロケーションサーバの前記第１のセットが、前記位置特定サービス関連のアクセスのた
めに前記プロキシロケーションサーバによって以前許可された１つもしくは複数のロケー
ションサーバ、前記モバイルデバイスによって好まれる１つもしくは複数のロケーション
サーバ、および／または前記モバイルデバイスによって好まれない１つもしくは複数のロ
ケーションサーバの、１つまたは複数を備える、Ｃ６１に記載のロケーションサーバ。
［Ｃ７１］
　前記１つまたは複数の処理ユニットがさらに、
　前記ネットワークインターフェースを介して、前記モバイルデバイスから後続のメッセ
ージを取得するためのものであり、前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスによ
る少なくとも１つの前記位置特定サービス関連のアクセスの発生を示す、Ｃ６１に記載の
ロケーションサーバ。
［Ｃ７２］
　前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスがロケーションサーバの前記第２のセ
ット中の許可されたロケーションサーバに、初めて、かつ／または、ロケーションサーバ
の前記第２のセット中の別のロケーションサーバにアクセスした後初めて、アクセスした
ことに応答して、前記モバイルデバイスによって送信される、Ｃ６１に記載のロケーショ
ンサーバ。
［Ｃ７３］
　前記第２のメッセージがさらに、位置特定サービスのための前記近接ロケーションサー
バと関連付けられるアクセス優先度、ロケーションサーバの前記第２のセット中の１つも
しくは複数のロケーションサーバに対応する優先度の順番、および／またはロケーション
サーバの前記第２のセット中の少なくとも１つのロケーションサーバのためのパラメータ
の少なくとも１つを備える追加の情報を示す、Ｃ６１に記載のロケーションサーバ。
［Ｃ７４］
　前記パラメータが、サービス期間、サービスエリア、および／または前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワークのリストの少なくとも１つを備える、Ｃ７
３に記載のロケーションサーバ。
［Ｃ７５］
　前記第２のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスが前記第１のメッセージを前記
プロキシロケーションサーバに再送信する前に経過すべき、最小再試行期間を示す、Ｃ６
１に記載のロケーションサーバ。
［Ｃ７６］
　１つまたは複数のインターフェースと、
　１つまたは複数の処理ユニットとを備え、前記１つまたは複数の処理ユニットが、
　　許可ロケーションサーバから許可を取得して、プロキシロケーションサーバとしてロ
ケーションサーバを使用することと、
　　前記１つまたは複数のインターフェースを介した第１のメッセージの前記プロキシロ
ケーションサーバへの送信を開始することであって、前記第１のメッセージがロケーショ
ンサーバの第１のセットを示す、開始することと、
　　前記１つまたは複数のインターフェースを介して、第２のメッセージを前記プロキシ
ロケーションサーバから取得することであって、前記第２のメッセージが、前記モバイル
デバイスによる位置特定サービス関連のアクセスに対して許可されているものとしてロケ
ーションサーバの前記第２のセットを示す、取得することと、
　　前記１つまたは複数のインターフェースを介して、１つまたは複数の位置特定サービ
スのために、ロケーションサーバの第２のセットから１つまたは複数のロケーションサー
バにアクセスすることとを行うためのものである、モバイルデバイス。
［Ｃ７７］
　許可を取得して、前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケーションサーバを使
用することがさらに、前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケーションサーバを
使用するのを許可するメッセージを、前記許可ロケーションサーバから受信することを備
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える、Ｃ７６に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ７８］
　前記許可ロケーションサーバが、ホームＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｈ－ＳＬ
Ｐ）、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊
急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の少なくとも１つを備える、Ｃ７６
に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ７９］
　前記モバイルデバイスがＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）を備える、Ｃ７６に記載のモバイ
ルデバイス。
［Ｃ８０］
　前記プロキシロケーションサーバが、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（
Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の
少なくとも１つを備え、ロケーションサーバの前記第１のセットおよび／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセットの中の少なくとも１つのロケーションサーバが、Ｄ－ＳＬ
Ｐおよび／またはＥ－ＳＬＰの１つまたは複数を備える、Ｃ７６に記載のモバイルデバイ
ス。
［Ｃ８１］
　前記第１のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージまたはＳＵＰＬ　ＲＥＰＯ
ＲＴメッセージを備え、かつ／または、前記第２のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッ
セージまたはＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージを備える、Ｃ７６に記
載のモバイルデバイス。
［Ｃ８２］
　前記第１のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ）パラメータの少なくとも１つを示す、Ｃ７６に記載の
モバイルデバイス。
［Ｃ８３］
　ロケーションサーバの前記第１のセットが、前記位置特定サービス関連のアクセスのた
めに前記プロキシロケーションサーバによって以前許可された１つもしくは複数のロケー
ションサーバ、前記モバイルデバイスによって好まれる１つもしくは複数のロケーション
サーバ、および／または前記モバイルデバイスによって好まれない１つもしくは複数のロ
ケーションサーバの、１つまたは複数を備える、Ｃ７６に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ８４］
　前記１つまたは複数の処理ユニットがさらに、
　前記１つまたは複数のインターフェースを介した前記プロキシロケーションサーバへの
後続のメッセージの送信を開始するためのものであり、前記後続のメッセージが、前記モ
バイルデバイスによる少なくとも１つの前記位置特定サービス関連のアクセスの発生を示
す、Ｃ７６に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ８５］
　前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスがロケーションサーバの前記第２のセ
ット中の許可されたロケーションサーバに、初めて、かつ／または、ロケーションサーバ
の前記第２のセット中の別のロケーションサーバにアクセスした後初めて、アクセスした
ことに応答して送信される、Ｃ７６に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ８６］
　前記第２のメッセージがさらに、位置特定サービスのための前記プロキシロケーション
サーバと関連付けられるアクセス優先度、ロケーションサーバの前記第２のセット中の１
つもしくは複数のロケーションサーバに対応する優先度の順番、および／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセット中の少なくとも１つのロケーションサーバのためのパラメ
ータの少なくとも１つを備える追加の情報を示す、Ｃ７６に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ８７］
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　前記パラメータが、サービス期間、サービスエリア、および／または前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワークのリストの少なくとも１つを備える、Ｃ８
６に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ８８］
　前記１つまたは複数のインターフェースを介した、ロケーションサーバの前記第２のセ
ットから１つまたは複数のロケーションサーバへの前記アクセスがさらに、ロケーション
サーバの前記第２のセット中の特定のロケーションサーバにアクセスすることを備え、前
記特定のロケーションサーバが、前記追加の情報に少なくとも一部基づいて前記モバイル
デバイスによって決定される、Ｃ８７に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ８９］
　前記第２のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスが前記第１のメッセージを前記
プロキシロケーションサーバに再送信する前に経過すべき、最小再試行期間を示す、Ｃ７
６に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ９０］
　コンピュータ実施可能命令を記憶した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記コン
ピュータ実施可能命令が、ロケーションサーバの１つまたは複数の処理ユニットによって
、
　　モバイルデバイスから第１のメッセージを取得することであって、前記ロケーション
サーバが前記モバイルデバイスのために許可ロケーションサーバのプロキシロケーション
サーバを備え、前記第１のメッセージがロケーションサーバの第１のセットを示す、取得
することと、
　　ロケーションサーバの第１のセットに少なくとも一部基づいて、ロケーションサーバ
の第２のセットを決定することと、
　　第２のメッセージの前記モバイルデバイスへの送信を開始することであって、前記第
２のメッセージが、前記モバイルデバイスによる位置特定サービス関連のアクセスに対し
て許可されているものとしてロケーションサーバの前記第２のセットを示す、開始するこ
ととを行うように実行可能である、物品。
［Ｃ９１］
　前記モバイルデバイスがＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）を備える、Ｃ９０に記載の物品。
［Ｃ９２］
　前記プロキシロケーションサーバが、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（
Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の
少なくとも１つを備え、ロケーションサーバの前記第１のセットおよび／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセットの中の少なくとも１つのロケーションサーバが、Ｄ－ＳＬ
Ｐおよび／またはＥ－ＳＬＰの１つまたは複数を備える、Ｃ９０に記載の物品。
［Ｃ９３］
　前記第１のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージまたはＳＵＰＬ　ＲＥＰＯ
ＲＴメッセージを備え、かつ／または、前記第２のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッ
セージまたはＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージを備える、Ｃ９０に記
載の物品。
［Ｃ９４］
　前記モバイルデバイスが、前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケーションサ
ーバを使用するために、前記許可ロケーションサーバから以前に許可を取得した、Ｃ９０
に記載の物品。
［Ｃ９５］
　前記許可ロケーションサーバが、ホームＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｈ－ＳＬ
Ｐ）、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊
急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の少なくとも１つを備える、Ｃ９０
に記載の物品。
［Ｃ９６］
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　前記第１のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ）パラメータの少なくとも１つを示す、Ｃ９０に記載の
物品。
［Ｃ９７］
　前記コンピュータ実施可能命令がさらに、前記１つまたは複数の処理ユニットによって
さらに、
　前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバイスによる使用が可能なアクセス
ネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ
）パラメータの少なくとも１つに、少なくとも一部基づいて、ロケーションサーバの前記
第２のセットを決定するように実行可能である、Ｃ９０に記載の物品。
［Ｃ９８］
　前記コンピュータ実施可能命令がさらに、前記１つまたは複数の処理ユニットによって
さらに、
　前記モバイルデバイスの推定場所を取得するように実行可能である、Ｃ９０に記載の物
品。
［Ｃ９９］
　ロケーションサーバの前記第１のセットが、前記位置特定サービス関連のアクセスのた
めに前記プロキシロケーションサーバによって以前許可された１つもしくは複数のロケー
ションサーバ、前記モバイルデバイスによって好まれる１つもしくは複数のロケーション
サーバ、および／または前記モバイルデバイスによって好まれない１つもしくは複数のロ
ケーションサーバの、１つまたは複数を備える、Ｃ９０に記載の物品。
［Ｃ１００］
　前記コンピュータ実施可能命令がさらに、前記１つまたは複数の処理ユニットによって
さらに、
　前記モバイルデバイスから後続のメッセージを取得するように実行可能であり、前記後
続のメッセージが、前記モバイルデバイスによる少なくとも１つの前記位置特定サービス
関連のアクセスの発生を示す、Ｃ９０に記載の物品。
［Ｃ１０１］
　前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスがロケーションサーバの前記第２のセ
ット中の許可されたロケーションサーバに、初めて、かつ／または、ロケーションサーバ
の前記第２のセット中の別のロケーションサーバにアクセスした後初めて、アクセスした
ことに応答して、前記モバイルデバイスによって送信される、Ｃ９０に記載の物品。
［Ｃ１０２］
　前記第２のメッセージがさらに、位置特定サービスのための前記プロキシロケーション
サーバと関連付けられるアクセス優先度、ロケーションサーバの前記第２のセット中の１
つもしくは複数のロケーションサーバに対応する優先度の順番、および／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセット中の少なくとも１つのロケーションサーバのためのパラメ
ータの少なくとも１つを備える追加の情報を示す、Ｃ９０に記載の物品。
［Ｃ１０３］
　前記パラメータが、サービス期間、サービスエリア、および／または前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワークのリストの少なくとも１つを備える、Ｃ１
０２に記載の物品。
［Ｃ１０４］
　前記第２のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスが前記第１のメッセージを前記
プロキシロケーションサーバに再送信する前に経過すべき、最小再試行期間を示す、Ｃ９
０に記載の物品。
［Ｃ１０５］
　コンピュータ実施可能命令を記憶した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記コン
ピュータ実施可能命令が、モバイルデバイスの１つまたは複数の処理ユニットによって、
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　　許可ロケーションサーバから許可を取得して、前記許可ロケーションサーバに対する
プロキシロケーションサーバとしてロケーションサーバを使用することと、
　　ロケーションサーバの第１のセットを示す第１のメッセージの前記プロキシロケーシ
ョンサーバへの送信を開始することと、
　　第２のメッセージを前記プロキシロケーションサーバから取得することであって、前
記第２のメッセージが、前記モバイルデバイスによる位置特定サービス関連のアクセスに
対して許可されているものとしてロケーションサーバの前記第２のセットを示す、取得す
ることと、
　　１つまたは複数の位置特定サービスのために、ロケーションサーバの第２のセットか
ら１つまたは複数のロケーションサーバにアクセスすることとを行うように実行可能であ
る、物品。
［Ｃ１０６］
　許可を取得して、プロキシによって前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケー
ションサーバを使用することがさらに、前記プロキシロケーションサーバとして前記ロケ
ーションサーバを使用するのを許可するメッセージを、前記許可ロケーションサーバから
受信することを備える、Ｃ１０５に記載の物品。
［Ｃ１０７］
　前記許可ロケーションサーバが、ホームＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｈ－ＳＬ
Ｐ）、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊
急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の少なくとも１つを備える、Ｃ１０
５に記載の物品。
［Ｃ１０８］
　前記モバイルデバイスがＳＵＰＬ対応端末（ＳＥＴ）を備える、Ｃ１０５に記載の物品
。
［Ｃ１０９］
　前記プロキシロケーションサーバが、発見されたＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（
Ｄ－ＳＬＰ）、および／または緊急ＳＵＰＬ位置特定プラットフォーム（Ｅ－ＳＬＰ）の
少なくとも１つを備え、ロケーションサーバの前記第１のセットおよび／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセットの中の少なくとも１つのロケーションサーバが、Ｄ－ＳＬ
Ｐおよび／またはＥ－ＳＬＰの１つまたは複数を備える、Ｃ１０５に記載の物品。
［Ｃ１１０］
　前記第１のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージまたはＳＵＰＬ　ＲＥＰＯ
ＲＴメッセージを備え、かつ／または、前記第２のメッセージが、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッ
セージまたはＳＵＰＬ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＳＴＯＰメッセージを備える、Ｃ１０５に
記載の物品。
［Ｃ１１１］
　前記第１のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスの推定位置、前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワーク、および／またはＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＱｏＰ）パラメータの少なくとも１つを示す、Ｃ１０５に記載
の物品。
［Ｃ１１２］
　ロケーションサーバの前記第１のセットが、前記位置特定サービス関連のアクセスのた
めに前記プロキシロケーションサーバによって以前許可された１つもしくは複数のロケー
ションサーバ、前記モバイルデバイスによって好まれる１つもしくは複数のロケーション
サーバ、および／または前記モバイルデバイスによって好まれない１つもしくは複数のロ
ケーションサーバの、１つまたは複数を備える、Ｃ１０５に記載の物品。
［Ｃ１１３］
　前記コンピュータ実施可能命令がさらに、前記１つまたは複数の処理ユニットによって
さらに、
　前記プロキシロケーションサーバへの後続のメッセージの送信を開始するように実行可
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能であり、前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスによる少なくとも１つの前記
位置特定サービス関連のアクセスの発生を示す、Ｃ１０５に記載の物品。
［Ｃ１１４］
　前記後続のメッセージが、前記モバイルデバイスがロケーションサーバの前記第２のセ
ット中の許可されたロケーションサーバに、初めて、かつ／または、ロケーションサーバ
の前記第２のセット中の別のロケーションサーバにアクセスした後初めて、アクセスした
ことに応答して送信される、Ｃ１０５に記載の物品。
［Ｃ１１５］
　前記第２のメッセージがさらに、位置特定サービスのための前記プロキシロケーション
サーバと関連付けられるアクセス優先度、ロケーションサーバの前記第２のセット中の１
つもしくは複数のロケーションサーバに対応する優先度の順番、および／またはロケーシ
ョンサーバの前記第２のセット中の少なくとも１つのロケーションサーバのためのパラメ
ータの少なくとも１つを備える追加の情報を示す、Ｃ１０５に記載の物品。
［Ｃ１１６］
　前記パラメータが、サービス期間、サービスエリア、および／または前記モバイルデバ
イスによる使用が可能なアクセスネットワークのリストの少なくとも１つを備える、Ｃ１
１５に記載の物品。
［Ｃ１１７］
　ロケーションサーバの前記第２のセットから１つまたは複数のロケーションサーバへの
前記アクセスがさらに、ロケーションサーバの前記第２のセット中の特定のロケーション
サーバにアクセスすることを備え、前記特定のロケーションサーバが、前記追加の情報に
少なくとも一部基づいて前記モバイルデバイスによって決定される、Ｃ１１６に記載の物
品。
［Ｃ１１８］
　前記第２のメッセージがさらに、前記モバイルデバイスが前記第１のメッセージを前記
プロキシロケーションサーバに再送信する前に経過すべき、最小再試行期間を示す、Ｃ１
０５に記載の物品。
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