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(57)【要約】
本明細書で開示された主題は、無線通信ネットワークを
介した低デューティーサイクル・デバイスと他のデバイ
スとの間の通信の確立のためのシステム及び方法に関す
る。一つの特定の実装において、低デューティーサイク
ル・デバイスは、メッセージの伝送に同期して、待機状
態から起動する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置において、
　１又は複数の送信機からの信号を受信するように構成された受信機と、
　無線通信ネットワークを介してサーバと通信するように構成された送受信機とを含み、
　前記装置は、前記無線通信ネットワーク上で前記サーバと情報を交換するために、前記
サーバと同期して、待機状態から間欠的に起動するように構成され、
　前記情報は、前記受信された信号に少なくとも部分的に基づくロケーション情報を含む
ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記装置は、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）を用いて、前記情報を双方向交換
するように構成されたことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記ロケーション情報は、前記受信された信号に少なくとも部分的に基づいて決定され
た、擬似距離測定値を含むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記情報は、衛星測位システム（ＳＰＳ）に関連するアルマナック情報（almanac info
rmation）及びエフェメリス情報（ephemeris information）から本質的に成るグループか
ら選択された情報を更に含むことを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記送受信機は、符号分割多元接続プロトコルに従って、前記無線通信ネットワークへ
情報を送信し、又は、前記無線通信ネットワークから情報を受信し、又は、それらの両方
をするように構成されたことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記装置は、予め定められたスケジュールに従って、前記待機状態から起動するように
構成されたことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記情報は、前記サーバから前記装置へ発行されたコマンドを更に含むことを特徴とす
る請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記情報は、前記受信された信号に少なくとも部分的に基づく前記装置のロケーション
の推定を含むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記装置は、前記無線通信ネットワークを介して、前記サーバへ環境センサデータを送
信するように更に構成されたことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　受信機で信号を受信することと、
　第１の装置を、無線通信ネットワーク上で第２の装置サーバと情報を交換するために、
前記第２に同期して待機状態から間欠的に起動することを含み、
　前記情報は、前記受信された信号に少なくとも部分的に基づくロケーション情報を含む
ことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）を用いて、前記情報を交換することを更に含む
ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ロケーション情報は、前記受信された信号に少なくとも部分的に基づいて決定され
た、擬似距離測定値を含むことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記情報は、衛星測位システム（ＳＰＳ）に関連するアルマナック情報及びエフェメリ
ス情報から本質的に成るグループから選択された情報を更に含むことを特徴とする請求項
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１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記情報は、符号分割多元接続プロトコルに従って、前記無線通信ネットワークへ送信
され、又は、前記無線通信ネットワークから受信され、又は、それらの両方をされること
を特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　前記装置を待機状態から前記間欠的に起動することは、予め定められたスケジュールに
従って、前記待機状態から前記装置を起動することを含むことを特徴とする請求項１０に
記載の装置。
【請求項１６】
　前記情報は、前記サーバから前記装置へ発行されたコマンドを更に含むことを特徴とす
る請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
　前記情報は、前記受信された信号に少なくとも部分的に基づく前記装置のロケーション
の推定を含むことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１８】
　前記装置は、前記無線通信ネットワークを介して、前記サーバへ環境センサデータを送
信するように更に構成されたことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１９】
　アーティクルにおいて、
　記憶媒体に記憶された機械読み取り可能なインストラクションであって、コンピューテ
ィングプラットホームにより実行された場合に、前記コンピューティングプラットホーム
に、
　受信機で信号を受信させ、
　第１の装置を、無線通信ネットワーク上で第２の装置サーバと情報を交換するために、
前記第２に同期して待機状態から間欠的に起動させる、
ように構成されたインストラクションを含む記憶媒体を含み、
　前記情報は、前記受信された信号に少なくとも部分的に基づくロケーション情報を含む
ことを特徴とするアーティクル。
【請求項２０】
　前記インストラクションは、前記コンピューティングプラットホームにより実行された
場合に、前記コンピューティングプラットホームに、予め定められたスケジュールに従っ
て、前記待機状態から前記装置を起動させるように更に構成されたことを特徴とする請求
項１９に記載のアーティクル。
【請求項２１】
　前記インストラクションは、前記コンピューティングプラットホームにより実行された
場合に、前記コンピューティングプラットホームに、ショートメッセージサービス（ＳＭ
Ｓ）を用いて、前記情報の交換を開始させるように更に構成されたことを特徴とする請求
項１９に記載のアーティクル。
【請求項２２】
　前記ロケーション情報は、前記受信された信号に少なくとも部分的に基づいて決定され
た、擬似距離測定値を含むことを請求項１９に記載のアーティクル。
【請求項２３】
　受信機で受信された信号を処理するための手段と、
　第１の装置を、無線通信ネットワーク上で第２の装置と情報を交換するために、前記第
２に同期して待機状態から間欠的に起動させるための手段とを含み、
　前記情報は、前記受信された信号に少なくとも部分的に基づくロケーション情報を含む
ことを特徴とする装置。
【請求項２４】
　前記第１の装置を待機状態から前記間欠的に起動させるための手段は、予め定められた
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スケジュールに従って、前記待機状態から前記装置を起動するための手段を更に含むこと
を特徴とする請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）を用いて、前記第２のデバイスとの前記情報の
交換を開始するための手段とを更に含むことを特徴とする請求項２３に記載の装置。
【請求項２６】
　前記ロケーション情報は、前記受信された信号に少なくとも部分的に基づいて決定され
た、擬似距離測定値を含むことを特徴とする請求項２３に記載の装置。
【請求項２７】
　デバイスに宛てられたメッセージを受信することと、
　前記デバイスが待機状態から起動されるインターバル中での無線通信リンクのダウンリ
ング部分を介した前記デバイスへの前記メッセージの伝送をスケジューリングすることを
含むことを特徴とする方法。
【請求項２８】
　待機デューティーサイクルを示す情報を前記デバイスから受信することと、
　前記情報に少なくとも部分的に基づいて前記送信をスケジューリングすることを更に含
むことを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記情報は、無線通信ネットワークに前記デバイスを登録するための手続きの間に、前
記デバイスから送信されることを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記メッセージは、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）プロトコルに従って、送信
されることを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項３１】
　前記メッセージの送信を前記スケジューリングすることは、前記ダウンリンク部分にお
けるメッセージの送信のタイミングから独立して、前記メッセージをスケジューリングす
ることを含むことを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項３２】
　前記デバイスが起動状態にある期間についてのインターバルを定義することと、
　当該定義されたインターバルを示すメッセージの送信をスケジューリングすることを更
に含むことを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項３３】
　前記インターバルを前記定義することは、前記デバイスに関連するバッテリーレベルに
少なくとも部分的に基づいて、前記インターバルを変更することを含むことを特徴とする
請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記インターバルを前記定義することは、前記メッセージの送信と、前記ダウンリンク
からの前記デバイスでの受信との間の遅延に関連する不確かさに少なくとも部分的に基づ
いて、前記インターバルを定義することを含むことを特徴とする請求項２７に記載の方法
。
【請求項３５】
　アーティクルにおいて、
　記憶媒体に記憶された機械読み取り可能なインストラクションであって、コンピューテ
ィングプラットホームにより実行された場合に、前記コンピューティングプラットホーム
に、
　デバイスに宛てられたメッセージを、データ構造に記憶させ、
　前記デバイスが待機状態から起動されるインターバル中での無線通信リンクのダウンリ
ング部分を介した前記デバイスへの前記メッセージの伝送をスケジューリングさせる、
ように構成されたインストラクションを有する記憶媒体を含むことを特徴とするアーティ
クル。
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【請求項３６】
　前記機械読み取り可能なインストラクションは、前記コンピューティングプラットホー
ムにより実行された場合に、前記コンピューティングプラットホームに、
　前記デバイスから受信された待機デューティーサイクルを示す情報に少なくとも部分的
に基づいて前記送信をスケジューリングさせる、
ように更に構成されたことを特徴とする請求項３５に記載のアーティクル。
【請求項３７】
　前記インストラクションは、前記コンピューティングプラットホームにより実行された
場合に、前記コンピューティングプラットホームに、
　前記ダウンリンク部分におけるメッセージの送信のタイミングから独立して、前記メッ
セージをスケジューリングさせるように更に構成されたことを特徴とする請求項３５に記
載のアーティクル。
【請求項３８】
　前記インストラクションは、前記コンピューティングプラットホームにより実行された
場合に、前記コンピューティングプラットホームに、
　前記デバイスが起動状態にある期間についてのインターバルを定義させ、
　当該定義されたインターバルを示すメッセージの送信をスケジューリングさせるように
更に構成されたことを特徴とする請求項３５に記載のアーティクル。
【請求項３９】
　前記インストラクションは、前記コンピューティングプラットホームにより実行された
場合に、前記コンピューティングプラットホームに、
　前記デバイスに関連するバッテリーレベルに少なくとも部分的に基づいて、前記インタ
ーバルを変更させるように更に構成されたことを特徴とする請求項３７に記載のアーティ
クル。
【請求項４０】
　前記インストラクションは、前記コンピューティングプラットホームにより実行された
場合に、前記コンピューティングプラットホームに、
　前記メッセージの送信と、前記ダウンリンクからの前記デバイスでの受信との間の遅延
に関連する不確かさに少なくとも部分的に基づいて、前記インターバルを定義させるよう
に更に構成されたことを特徴とする請求項３５に記載のアーティクル。
【請求項４１】
　コンピューティングプラットホームを含む装置において、
　前記コンピューティングプラットホームは、
　デバイスに宛てられたメッセージを、データ構造に記憶し、
　前記デバイスが待機状態から起動されるインターバル中での無線通信リンクのダウンリ
ング部分を介した前記デバイスへの前記メッセージの伝送をスケジューリングするように
構成されたことを特徴とする装置。
【請求項４２】
　前記コンピューティングプラットホームは、待機デューティーサイクルを示す情報に少
なくとも部分的に基づいて前記送信をスケジューリングするように更に構成されたことを
特徴とする請求項４１に記載の装置。
【請求項４３】
　前記コンピューティングプラットホームは、前記ダウンリンク部分におけるメッセージ
の送信のタイミングから独立して、前記メッセージをスケジューリングするように更に構
成されたことを特徴とする請求項４１に記載の装置。
【請求項４４】
　前記デバイスが起動状態にある期間についてのインターバルを定義することと、
　当該定義されたインターバルを示すメッセージの送信をスケジューリングすることを更
に含むことを特徴とする請求項４１に記載の方法。
【請求項４５】
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　前記インターバルを前記定義することは、前記デバイスに関連するバッテリーレベルに
少なくとも部分的に基づいて、前記インターバルを変更することを含むことを特徴とする
請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記インターバルを前記定義することは、
　前記メッセージの送信と、前記ダウンリンクからの前記デバイスでの受信との間の遅延
に関連する不確かさに少なくとも部分的に基づいて、前記インターバルを定義することを
含むことを特徴とする請求項４１に記載の方法。
【請求項４７】
　デバイスに宛てられたメッセージを受信するための手段と、
　前記デバイスが待機状態から起動されるインターバル中での無線通信リンクのダウンリ
ング部分を介した前記デバイスへの前記メッセージの伝送をスケジューリングするための
手段とを含むことを特徴とする装置。
【請求項４８】
　待機デューティーサイクルを示す情報を前記デバイスから受信するための手段と、
　前記情報に少なくとも部分的に基づいて前記送信をスケジューリングするための手段と
を更に含むことを特徴とする請求項４７に記載の装置。
【請求項４９】
　前記メッセージの送信を前記スケジューリングするための手段は、メッセージの送信の
タイミングから独立して、前記メッセージをスケジューリングするための手段を含むこと
を特徴とする請求項４７に記載の装置。
【請求項５０】
　前記デバイスが起動状態にある期間についてのインターバルを定義するための手段と、
　当該定義されたインターバルを示すメッセージの送信をスケジューリングするための手
段とを更に含むことを特徴とする請求項４７に記載の装置。
【請求項５１】
　前記インターバルを前記定義するための手段は、前記デバイスに関連するバッテリーレ
ベルに少なくとも部分的に基づいて、前記インターバルを変更するための手段を含むこと
を特徴とする請求項５０に記載の装置。
【請求項５２】
　前記インターバルを前記定義するための手段は、前記メッセージの送信と、前記ダウン
リンクからの前記デバイスでの受信との間の遅延に関連する不確かさに少なくとも部分的
に基づいて、前記インターバルを定義するための手段を含むことを特徴とする請求項４７
に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　この出願は、２００７年１月３１日付け提出された米国仮出願第６０／８８７，５３６
号及び２００７年１月２６日付け提出された米国仮出願第６０／８８６，９０４号の３５
 ＵＳＣ § １１９ （ｅ）に基づく優先権の利益を主張する。それらは、参照によって本
明細書に組み込まれる。また、この出願は、一部継続出願であり、２００７年６月２０日
付け提出された米国仮出願第１１／７６６，０６８号の優先権の利益を主張する。それは
、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、低デューティーサイクル・デバイスを含む通信システム
及びネットワークに関する。
【背景技術】
【０００３】
　オペレーションの遠隔監視としては、オペレーション状態情報を監視して、遠隔に位置
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する情報処理装置にオペレーション状態情報を送信する、低電力の及び／又はバッテリー
駆動の（battery-operated）無線通信デバイスの使用を挙げることができる。ここで、例
えば、上記オペレーション状態は、ショートメッセージ（short messages）として、無線
周波数信号によって送信されても良い。省電力消費の技術を使用する通信装置は、その通
信装置がバッテリー残量（battery power）を節約するためにスリープモードにある場合
に、遠隔に位置する情報処理装置と通信できないことがある。
【発明の概要】
【０００４】
　一つの特定の実装において、第１のデバイスは、無線通信ネットワークと通信できるよ
うにするために、待機状態（hibernating state）から期間において（in periods）起動
する（awaken）ように構成（adapted）される。上記期間に同期することによって、第２
のデバイスは、上記期間中での無線通信ネットワークにおける第１のデバイスへの情報の
伝送をスケジュールしても良い。しかしながら、これは単に一つの例である実装に過ぎず
、クレームされる主題はこの特定の実装に限定されるものではないことは、理解されるべ
きである。
【０００５】
　以下の図面を参照して限定的でなく且つ包括的でない（Non-limiting and non-exhaust
ive features）特徴が説明される。ここで、各種の図を通じて同様の参照数字は同様の部
分を指す。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、一つの態様に従った、１又は複数の通信端末と通信するように構成され
た通信ネットワークの概略図である。
【図２】図２は、一つの実装に従った、通信プロトコルスタックを説明する概略図である
。
【図３】図３は、一つの態様に従った、コールフローを説明する図である。
【図４】図４は、他の態様に従った、コールフローを説明する図である。
【図５】図５は、一つの実装に従った、無線ネットワークと通信可能なデバイスの概略図
である。
【図６】図６は、特定の実装に従った、無線通信リンクにおいて伝送されるメッセージに
関して待機状態（hibernating state）からデバイスを起動（awakening）するスケジュー
リングの同期を説明する図である。
【詳細な説明】
【０００７】
　この明細書を通じて“一つの例（one example）”、“一つの特徴（one feature）”、
“一つの例（an example）”又は“一つの特徴（one feature）”への言及は、その特徴
及び／又は例に関連して説明される特定の特徴（feature）、構造（structure）又は特性
（characteristic）が、クレームされる主題（subject matter）の少なくとも一つの特徴
及び／又は例に含まれることを意味する。それゆえ、この明細書を通じて、様々な箇所に
おけるフレーズ“一つの例において（in one example）”、“一つの例（an example）”
、“一つの特徴において（in one feature）”又は“一つの特徴（a feature）”の出現
は、必ずしも同一の特徴及び／又は例をすべて指すというわけではない。さらに、特定の
特徴、構造、又は特性は、１又は複数の例及び／又は特徴において結合され得る。
【０００８】
　本明細書で説明される方法論は、特定の特徴及び／又は例に従ったアプリケーションに
応じて様々な手段により実施されても良い。例えば、上記方法論は、ハードウェア、ファ
ームウェア、ソフトウェア、及び／又はそれらの組み合わせにより実装されても良い。ハ
ードウェア実装において、例えば、処理ユニットは、１又は複数の特定用途向けＩＣ（Ａ
ＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理装置（ＤＳＰＤ）、プ
ログラマブル・ロジック・デバイス（ＰＬＤ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・
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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、本明細書で説明される機能を実行するようにデザインされた他の
デバイスユニット、及び／又はそれらの組み合わせの中に実装されても良い。
【０００９】
　本明細書で説明されるロケーション決定及び／又は推定（Location determination and
／or estimation）は、例えば、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、様々な無線通信ネットワークに用いられても良い。用
語“ネットワーク（network）”及び“システム（system）”は、本明細書で互換的に使
用される場合がある。ＷＷＡＮは、例えば、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（ＦＤＭＡ）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）ネットワークなどを含んでも良い。ＣＤＭＡネットワーク
は、いくつか無線技術の例を挙げると、例えば、ｃｄｍａ２０００、ワイドバンドＣＤＭ
Ａ（Ｗ－ＣＤＭＡ）のような、１又は複数の無線アクセス技術（radio access technolog
ies）（ＲＡＴ）を含んでも良い。ここで、ｃｄｍａ２０００は、例えば、ＩＳ－９５、
ＩＳ－２０００、及びＩＳ－８５６標準に従って実装される技術を含んでも良い。ＴＤＭ
Ａネットワークは、グローバル移動体通信システム（Global System for Mobile Communi
cations）（ＧＳＭ）、デジタル先端移動電話システム（Digital Advanced Mobile Phone
 System）（Ｄ－ＡＭＰＳ）、又は他の何らかのＲＡＴを実装しても良い。ＧＳＭ及びＷ
－ＣＤＭＡは、“第３世代パートナーシッププロジェクト（3rd Generation Partnership
 Project）” （３ＧＰＰ）という名前の団体からのドキュメントに記載されている。Ｃ
ｄｍａ２０００は、“第３世代パートナーシッププロジェクト２（3rd Generation Partn
ership Project 2）” （３ＧＰＰ２）という名前の団体からのドキュメントに記載され
ている。３ＧＰＰ及び３ＧＰＰ２のドキュメントは、公的に入手可能である。例えば、Ｗ
ＬＡＮは、ＩＥＥＥ ８０２．１１ｘネットワークを含んでも良く、また、ＷＰＡＮは、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ネットワーク、ＩＥＥＥ ８０２．１５ｘを含んでも良
い。本明細書で説明される上記ロケーション決定技術はまた、ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ及び／
又はＷＰＡＮの任意の組み合わせについて用いられても良い。
【００１０】
　一つの例に従って、デバイス及び／又はシステムは、ＳＶ群から受信される信号に少な
くとも部分的に基づいて、そのロケーションを推定しても良い。特に、そのようなデバイ
ス及び／又はシステムは、関連する諸ＳＶと航法衛星用受信機（navigation satellite r
eceiver）との間の諸距離の近似値（approximations）を含む“擬似距離（pseudorange）
”測定値（measurements）を得ても良い。特定の例において、そのような擬似距離は、衛
星測位システム（Satellite Positioning System）（ＳＰＳ）の一部である１又は複数の
ＳＶからの信号を処理できる受信機で決定されても良い。そのロケーションを決定するた
めに、衛星航法用受信機（satellite navigation receiver）は、送信時の３つ又はそれ
以上の衛星のポジション（positions）に加えて、それら衛星に対する擬似距離測定値を
得ても良い。
【００１１】
　本明細書で説明される技術は、様々なＳＰＳのうちのいずれか一つとともに用いられて
も良い。さらに、上記技術は、擬似衛星を又は衛星と擬似衛星の組み合わせを利用するポ
ジション決定システムとともに使用されても良い。擬似衛星は、時間に同期できるＬバン
ド（又は、他の周波数）のキャリア信号上に変調されたＰＮコード又は（例えば、ＧＰＳ
又はＣＤＭＡセルラー信号に類似する）他のレンジングコード（ranging code）をブロー
ドキャストする地上送信機（ground-based transmitters）を含んでも良い。そのような
送信機は、遠隔受信機（remote receiver）による識別を可能にするように、固有のＰＮ
コードを割り当てられても良い。擬似衛星は、例えば、トンネル、採掘坑（mines）、ビ
ル、ビルの谷間（urban canyons）、又は他の囲まれた区域のような、周回軌道衛星（orb
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iting satellite might）からのＧＰＳ信号が利用できないおそれのある状況において有
用である。擬似衛星の他の実装は、ラジオビーコンとして知られている。本明細書で使用
される用語“衛星（satellite）”は、擬似衛星、擬似衛星に相当するもの、及び、場合
によっては他のものを含むことが意図されている。本明細書で使用される“ＳＰＳ信号（
ＳＰＳ signals）”は、擬似衛星又は擬似衛星に相当するものからのＳＰＳのような信号
を含むことが意図されている。
【００１２】
　一つの特定の実装において、デバイスは、１又は複数の送信機から信号を受信するよう
に構成（adapted）できる航法用受信機（navigation receiver）を含んでも良い。それら
信号は、その航法用受信機（navigation receiver）のロケーションを示すものであって
も良い。そのデバイスは、例えば無線通信ネットワークを介したサーバのような他のデバ
イスと通信するように構成された、送受信機をさらに含んでも良い。一つの態様において
、そのデバイスは、該無線通信ネットワークを介してロケーションサーバと情報を交換す
るために、そのロケーションサーバと同期して、待機された状態又は待機している状態（
hibernated or hibernating state）から間欠的に（intermittently）起動しても良い。
しかしながら、これは、単に特定の実装の一つの例に過ぎず、クレームされた主題がこの
態様に制限されるものではない。
【００１３】
待機状態（hibernating state）にある間、デバイスは、低減された電力及び削減された
機能性で動作しても良い。一つの特定の例では、デバイスは、待機状態において、無線通
信ネットワークにおいて送信された信号を受信及び／又は処理できなくても良い。他の実
装では、デバイスは、待機状態において、待機サイクル（hibernation cycles）及び／又
は同種のものの継続時間をトラッキングするための及び待機状態からのそのデバイスの起
動を開始するためのタイミング機構に（timing feature）、十分に電力を供給しても良い
。ロケーションサーバと同期して待機状態（hibernated state）から間欠的に起動するこ
とによって、デバイスは、無線通信ネットワークから信号を受信するために常に全電力状
態にあることなく、双方向の通信チャネルを介してサーバからダウンリンク通信チャネル
における情報を受信できる。
【００１４】
　図１は、一つの態様に従った、１又は複数の通信端末と通信するように構成された通信
ネットワークの概略図である。ここで、諸端末１０２は、そのロケーションに関して情報
を得るように構成された様々なデバイスのうちのいずれか一つを含んでも良い。ここで、
端末１０２は、いくつか例を挙げると、例えば、衣類、ペットの首輪、携帯電話、キーホ
ールダー（key ring）、運送用コンテナ（shipping container）、又は、運搬用車両（tr
ansportation vehicle）のような、様々な低電力デバイスのうちのいずれか一つを含んで
も良い。ここで、上記デバイスは、バッテリー寿命（battery life）を維持し又は延ばす
ための省電力モードで動作できるバッテリー電力駆動（battery powered）のデバイスを
含んでも良い。端末１０２は、いくつか例を挙げると、例えば、資産管理（asset tracki
ng）、自動メータ読み取り、パーキングメーターのキャッシュレス料金決済（cashless p
ayment）、交通信号灯及びセンサ、広告版及び公共のディスプレイ（billboards and pub
lic displays）、リアルタイム健康管理、ホーム／オフィスセキュリティ及びアラームシ
ステム、自動車テレマティックス、ユーティリティ配電及び送電監視（utility distribu
tion and grid monitoring）、ポジション／ロケーションモニタリング、及び／又は、ポ
ーリングアプリケーションを含む、様々なアプリケーションのうちのいずれか一つにおい
て使用されても良い。
【００１５】
　一つの実装において、端末１０２は、センター（center）１１０及び／又はアプリケー
ションサーバ（application server）１１４と通信するように構成（configured）されて
も良い。ここで、センター１１０は、例えば、第１の通信ネットワークにおけるデバイス
と第２の通信ネットワークにおけるデバイスとの間のメッセージの伝送を容易に（facili
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tate）するように構成された通信サーバのような、様々なデバイス及び／又はプロセスの
いずれか一つを含んでも良い。一つの態様において、端末１０２は、関連する移動通信制
御局（mobile switching center）及び／又は基地局サブシステム（base station subsys
tem）（ＭＳＣ／ＢＳＳ）１０４との無線通信リンクのアップリンク部分を通じて、セン
ター１１０及び／又はアプリケーションサーバ１１４へ情報を送信しても良い。一つの特
定の実装において、そのような無線通信リンクのアップリック部分は、登録リクエスト、
コールセットアップリクエスト、ページレスポンス、オーダーレスポンス、及び／又は、
システムプロトコルにより要求され得る他の情報の伝送に用いられるアクセスチャネルを
含んでも良い。アップリンク部分においてセンター１１０及び／又はアプリケーションサ
ーバ１１４へ送信される情報は、例えば、端末１０２と同一場所に設置された（co-locat
ed）１又は複数のデバイスに関する状態情報、センサデータ、ロケーション情報、バッテ
リー状態、及び／又は同種のものを含んでも良い。この文脈において、“ロケーション情
報（location information）”は、例えば端末１０２のロケーションの推定のようなロケ
ーションを記述し得る情報、及び／又は、そのような推定の計算において使用され得る情
報を指す。
【００１６】
　また、センター１１０及び／又はアプリケーションサーバ１１４は、関連するＭＳＣ／
ＢＳＳ１０４との無線通信リンクのダウンリンク部分を介して、端末１０２へ情報を送信
しても良い。一つの特定の実装において、そのような無線通信リンクのダウンリンク部分
は、初期システム捕捉（initial system acquisition）のためのビーコン機能性を提供す
るパイロットチャネル、システム捕捉で要求されるシステムパラメータを運ぶための同期
チャネル、並びに、オーバーヘッドメッセージ、ページ、セットアップメッセージ及びオ
ーダーを運ぶために用いられるページングチャネルを含んでも良い。ダウンリンク部分に
おいて端末１０２へ送信される情報は、例えば、端末１０２と同一場所に設置された（co
-located）１又は複数のデバイスを制御するための情報、端末１０２を制御及び／又は設
定（configure）するためのコマンド、及び／又は、同種のものを含んでも良い。以下で
説明されるように、端末１０２は、予め定められたサイクル（cycle）のインターバル（i
nterval）で、時々、待機（from time to time hibernate）しても良い。特定の実装にお
いて、そのような端末１０２を制御及び／又は設定するためのそのようなコマンドは、そ
のような予め定められたサイクルの待機間隔（hibernation interval）を変更するための
コマンドを含んでも良い。
【００１７】
　特定の実装において、センター１１０は、ショートメッセージシステム（short messag
e system）（ＳＭＳ）プロトコルに従って、端末１０２と通信しても良い。ここで、例え
ば、ＳＭＳプロトコルに従ったセンター１１０と端末１０２との間のそのようなメッセー
ジの伝送は、メッセージセンター（message center）（ＭＣ）１０６及び／又はモバイル
ポジショニングセンター（mobile positioning center）１０８により容易にされても良
い。情報は、例えば、任意のインターネットプロトコル・インフラストラクチャー上のＴ
ＣＰ／ＩＰのような、様々な通信プロトコル及びネットワーク通信インフラストラクチャ
ーのうちのいずれか一つを用いて、センター１１０と、関連するアプリケーションサーバ
１１４との間で送信されても良い。ここで、端末１０２、センター１１０及びアプリケー
ションサーバ１１４のためのプロトコルスタックの一つの例である実装は、それぞれ、図
２においてプロトコルスタック２０２、２１０及び２１４として示される。少なくとも一
つの実装において、レイテンシーを低減するために、センター１１０は、ショートメッセ
ージ配送ポイントツーポイント伝達サービス（short message delivery point-to-point 
bearer service）（ＳＭＤＰＰ）に従って、ＭＳＣ／ＢＳＳ１０４と直接通信するように
構成されても良い。しかしながら、これらは、単に、端末、センター及び／又はアプリケ
ーションサーバが、プロトコルスタックの特定の実装を用いて、どのようにして互いに通
信するかの例に過ぎず、クレームされた主題は、これらの態様に制限されるものではない
。
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【００１８】
　一つの態様において、端末１０２は、様々な技術のうちのいずれか一つを用いて該端末
１０２のロケーションの推定の計算に使用される情報を収集できる１又は複数のデバイス
を含んでも良い。一つの実装において、端末１０２に付随する受信機（図示せず）で受信
された無線周波数（ＲＦ）信号が、当業者に知られている技術を用いて該端末１０２のロ
ケーションの推定を計算するために用いられても良い。上記信号は、例えば、ＳＰＳ信号
を含んでも良い。ここで、そのような受信されたＳＰＳ信号は、例えば、ロケーションの
推定の計算に使用され得る擬似距離測定値を決定するために使用されても良い。他の実装
において、そのような受信信号はまた、例えばＷＬＡＮ、ＷＰＡＮ及び／又はＷＷＡＮに
おけるデバイス上の送信機のような地上送信機（terrestrial transmitters）から受信さ
れた信号を含んでも良い。例えば、信号強度、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレス
、及び／又は同種のもののような、これら信号からの特性（Characteristics）はまた、
ロケーションの推定の計算に用いられても良い。
【００１９】
　一つの例において、端末１０２に付随するデバイス（図示せず）は、既知の技術を用い
てそのデバイスで受信されるＳＰＳ信号に少なくとも部分的に基づいて、送信機への擬似
距離測定値を取得できるものであっても良いが、クレームされた主題は、この態様に制限
されるものではない。ここで、そのようなデバイスは、例えばポジション決定エンティテ
ィであるＰＤＥ１１２及び／又はモバイルポジショニングセンター（mobile positioning
 center）／ＰＤＥ（ＭＰＣ／ＰＤＥ）１０８のような他のデバイスからの捕捉支援情報
（acquisition assistance information）を受信可能であっても良い。一つの特定の実装
において、そのようなデバイスは、さらに、受信されたＳＰＳ信号から得られる上記擬似
距離測定値に少なくとも部分的に基づいて、そのロケーションを推定可能であっても良い
。代わりに、端末１０２は、上記擬似距離測定値及び／又は受信信号から得られる他の情
報を、ＭＳＣ／ＢＳＳ１０４とのアップリンクを介して、端末１０２のロケーションの推
定が計算できるような宛先に対して、転送しても良い。例えば、アプリケーションサーバ
１１４及び／又はＰＤＥ１１２は、擬似距離測定値及び／又は端末１０２から受信される
他の情報に少なくとも部分的に基づいて、端末１０２のロケーションを決定しても良い。
しかしながら、これは、単に、特定の実装に従って、デバイスのロケーションがどのよう
に推定され得るかの一つの例に過ぎず、クレームされた主題は、この態様に制限されるも
のではないことは、理解されるべきである。
【００２０】
　図３は、一つの態様に従った、端末に対するイミディエイト・シグナル・リクエスト（
immediate signal request）のためのコールフロー３００を説明する図である。ここで、
イベント３１６において、アプリケーションサーバ３１４は、例えば端末３０２に関連す
る固有の識別子を含む、端末３０２へのロケーション・イミディエイト・リクエスト（lo
cation immediate request）（ＬＩＲ）メッセージを開始（initiate）しても良い。ＬＩ
Ｒメッセージに応答して、イベント３１８では、センター３１０は、端末３０２へのロケ
ーション情報を要求するコールにおいてポジション・リクエスト・メッセージ（position
 request message）（ＰＲＭ）を開始しても良い。ＰＲＭに応答して、イベント３２０で
は、端末３０２は、例えば、端末３０２で自立的に計算された）端末３０２のロケーショ
ンの推定及び／又はそのような推定の計算において使用され得る情報（例えば、擬似距離
測定値及び／又は端末３０２にて受信された情報に少なくとも部分的に基づく他の測定値
）のような情報を含むメッセージを応答しても良い。
【００２１】
　イベント３２６では、センター３１０は、アプリケーションサーバ３１４へ、端末３０
２のロケーションの推定であって例えば該推定に関係する不確かさ（uncertainty）を示
す情報を含むものを返しても良い。一つの代わりの方法において、センター３１０が、イ
ベント３２０にて、応答メッセージを受信した場合に、イベント３２２にて、端末３０２
のロケーションの推定の計算結果を要求するために、ＰＤＥ３１２をコールしても良い。
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ここで、そのようなＰＤＥ３１２に対するコールは、例えば、端末３０２のロケーション
の推定で使用され得る情報の提供に使用され得る、イベント３２０で受信された情報を含
んでも良い。上記情報に少なくとも部分的に基づいて、ＰＤＥ３１２は、端末３０２のロ
ケーションの推定を、該推定の不確かさの量(measure）とともに、計算し、イベント３２
４にて、センター３１０からの該コールに応答して、それらを含むメッセージをセンター
３１０へ送信しても良い。特定の実装において、ＰＤＥ３１２及びセンター３１０は、例
えば、ＳｎａｐＴｒａｃｋ（登録商標）アプリケーション・プログラム・インタフェース
（ＳＮＡＰＩ）に従って実装されたプロトコルのような、様々な通信プロトコルのうちの
いずれか一つに従って、通信しても良いが、クレームされた主題は、この態様に限定され
るものではない。
【００２２】
　図４は、他の態様に従った、端末に対するイミディエイト・シグナル・リクエスト（im
mediate signal request）のためのコールフロー４００を説明する図である。ここで、ア
プリケーションサーバ４１４は、図３を参照しながら詳述されたように、イベント４１６
にて、ＭＬＰメッセージを送信しても良い。しかしながら、この特定の例において、イベ
ント４１６にて送信されたＭＬＰメッセージはまた、“レポーティング基準（reporting 
criteria）”を示しても良い。一つの例において、上記レポーティング基準は、端末４０
２に関係する時々更新されるロケーション情報を要求するコマンドを含んでいても良い。
ここで、端末４０２は、例えば、双方向の無線通信リンク上でのコールにて端末４０２が
センター４１０と通信し得る時間帯（times）を示す“デューティーサイクル（duty cycl
e）”を持つように、設定（configured）及び／又はプログラムされていても良い。その
ようなデューティーサイクルを知った上で、イベント４２０で、センター４１０は、例え
ば、特定のアプリケーション、ＱｏＳ、レポーティング基準、及び／又は同種のものに少
なくとも部分的に基づいて用いられる（例えば、支援される又は支援されない）べき特定
のポジション推定モードを指定（specifying）する情報を含むＰＲＭを、適切な時期に、
端末４０２へ送信しても良い。ここで、上記レポーティング基準は、例えば、端末４０２
に関してロケーション情報を提供するためのフォーマット及び／又は周波数を含んでも良
い。したがって、イベント４２２～４２８でのそのような情報の提供の初回サイクルに続
いて、端末４０２は、例えば、イベント４３０～４３６により示されるように、時々、そ
のような情報の更新を提供しても良い。
【００２３】
　特定の例を使った上記の説明のように、端末１０２は、無線通信リンクを含む双方向通
信リンク上で、センター１１０と通信しても良い。アップリンク部分において、例えば、
端末１０２は、例えば、状態情報及び／又は端末１０２のロケーションに関係する情報の
ような情報を送信しても良い。そして、そのような情報は、例えば、アプリケーションサ
ーバ１１４へ転送されても良い。双方向通信リンクのダウンリンク部分において、センタ
ー１１０は、例えば、端末１０２に対するコンフィギュレーション・コマンドのような、
情報を送信しても良い。しかしながら、上記の説明のように、端末１０２は、例えば電力
を節約するために、時々、待機状態（hibernating state）になり得る低デューティーサ
イクル・デバイスを含んでも良い。したがって、特定の実装において、端末１０２は、双
方向の無線通信リンクのダウンリンク部分において、センター１１０から送信される情報
を受信できるようにするために、起動状態へ移行する必要があり得る。上記の説明のよう
に、端末１０２は、例えば低デューティーサイクルとして、待機状態（hibernated state
）から間欠的に起動するように構成されても良い。例えばＣＤＭＡネットワークのような
特定の実装において、起動状態にある間、そのような端末１０２は、例えば、ページング
チャネルを聞くこと、メッセージを受信すること、及び、メッセージを送信することのよ
うな、スロット（slotted）モードの動作を実行しても良い。そのようなものとして、起
動状態にある間、端末１０２は、無線通信リンクのアップリンク部分上で、情報をセンタ
ー１１０へ送信し、及び／又は、関連するダウンリンク部分上で、センター１１０から情
報を受信しても良い。一つの特定の実装において、そのような端末１０２は、関連するセ



(13) JP 2010-517446 A 2010.5.20

10

20

30

40

50

ンター１１０に同期して、そのような待機状態から起動するように適応（adapted）及び
／又は構成（configured）されても良いが、クレームされた主題は、この態様に限定され
るものではない。そのようなものとして、端末１０２が待機状態から起動され、無線通信
リンクのダウンリンク部分上で情報を受信可能である間に、関連するセンター１１０は、
情報を端末１０２へ送信しても良い。
【００２４】
　一つの実装において、端末１０２は、例えば、近隣のＭＳＣ／ＢＳＳ１０４からの信号
を取得すること、及び、ＣＤＭＡネットワークに接続するデバイスを登録するために用い
られる技術に類似する技術を用いて情報を交換することによって、無線通信ネットワーク
に登録しても良い。そのような登録の一部として、端末１０２は、例えば、識別情報、例
えばバッテリー容量及び残りのバッテリー寿命のような端末１０２の特定の性能（capabi
lities）を示す情報、待機デューティーサイクルを指定する情報（例えば、連続する起動
（wake ups）の間の時間ＴＨＩ及び／又は任意の一つのサイクルにおける起動状態にある
継続時間）のような、属性を示しても良い。一つの特定の例において、バッテリー容量及
び残りのバッテリー寿命を特定する上記情報は、アプリケーションサーバ１１４が、その
バッテリーが弱いとき又は低容量を有するときに、端末１０２に関する適切な待機間隔を
計算すること、及び／又は、起動状態にある端末１０２に関する起動イベント間の適切な
時間及び継続時間インターバルに従って端末１０２を設定することを、可能にしても良い
。上記情報はまた、そのバッテリーの残量が少なくなっていること及びそのバッテリーが
交換又は再充電が必要であることをリモートユーザに通知する、そのリモートユーザへの
メッセージ（例えば、ＳＭＳメッセージを経て）を、始動（triggering）させるために用
いられても良い。
【００２５】
　一つの実装において、登録に続いて、端末１０２は、通信リンクのダウンリンク部分か
らメッセージを受信するために、定義された継続時間について、起動状態ではなくアイド
ル状態に置かれても良い。この継続時間の間、例えば、センター１１０は、登録された端
末１０２に宛てられ、且つ、登録に先立って、センター１１０で（例えば、アプリケーシ
ョンサーバ１１４から）受信された、保留（pending）しているメッセージを、転送して
も良い。
【００２６】
　他の実装において、端末１０２のそのネットワークへの登録に応答して、センター１１
０は、コンフィギュレーション・メッセージを、登録された端末１０２へ送信しても良い
。上記コンフィギュレーション・メッセージは、例えば、ＴＢＥＧＩＮ（端末１０２が非
応答型のメッセージングを始める（begin）ことが許される時刻）及び／又はＴＥＮＤ（
それ以降は端末１０２がそれ以上のメッセージを送信することが許されない時刻）のよう
な情報を含んでも良い。従って、ＴＨＩ、ＴＢＥＧＩＮ及びＴＥＮＤを知った上で、起動
状態における端末１０２の期間は、上記で指摘されたように、ダウンリンクメッセージを
受信するために、センター１１０に同期されても良い。端末１０２が起動状態にある上記
期間中に、例えば、センター１１０は、保留メッセージ及び／又は（例えば、アプリケー
ションサーバ１１４から）端末１０２へ宛てられたコマンドを含むメッセージを、無線通
信リンクのダウンリンク部分において転送しても良い。
【００２７】
　更に他の実装において、端末１０２は、該端末１０２がその間にダウンリンクメッセー
ジを受信し得る継続時間について、その端末が起動状態にあることを示すために、スケジ
ュールされておらず且つ非応答型のメッセージを、センター１１０へ送信しても良い。上
記非応答型のメッセージに応答して、センター１１０は、上記の説明のように、端末１０
２に宛てられた保留メッセージを探し取得して、無線通信リンクのダウンリンク部分にお
いてそれらメッセージを転送しても良い。
【００２８】
　一つの例において、端末１０２は、センター１１０との同期化を失うことがある。一つ
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keep alive）”メッセージを送信するように構成されても良い。ここで、上記生存確認メ
ッセージは、例えば、登録メッセージにおいて提供される情報のような情報を含んでも良
い。
【００２９】
ジューリングインターバルにおいて、特定のＭＳＣ／ＢＳＳ１０４により転送されるダウ
ンリンクメッセージをスケジュールしても良い。例えば、センター１１０は、端末１０２
が起動状態になる次の期間中でのダウンリンクメッセージの伝送を同期するために、ＭＳ
Ｃ／ＢＳＳ１０４を介した端末１０２へのダウンリンクメッセージの伝送のための特定の
スケジューリングインターバルを選択しても良い。従って、受信者である端末１０２は、
ダウンリンクメッセージを受信するために、センター１１０と同期して、間欠的に待機状
態（hibernating state）から起動するように構成されても良い。
【００３０】
　一つの特定の実装において、センター１１０は、センター１１０からの上記メッセージ
の受信に続く、関連するＭＳＣ／ＢＳＳ１０４からのダウンリンクメッセージの伝送にお
ける平均遅延ＴＭＩＮ＿ＭＳＣ＿ＤＥＬＡＹに少なくとも部分的に基づいて、特定のスケ
ジューリングインターバルにおける上記ダウンリンクメッセージをスケジュールしても良
い。ここで、センター１１０は、例えば、（例えば、プロトコルスタック２１０における
）適切なアプリケーション及び／又はトランスポートレイヤへメッセージを渡すことによ
って、端末１０２へのスケジュールされた転送に先立って、ＴＭＩＮ＿ＭＳＣ＿ＤＥＬＡ

Ｙにて、関連するＭＳＣ／ＢＳＳ１０４へメッセージを転送しても良い。
【００３１】
　本明細書の他の箇所で説明されるように、端末１０２は、ＣＤＭＡプロトコルに従った
無線通信リンクにおいて、関連するＭＳＣ／ＢＳＳと通信するように構成されても良い。
この特定の実装において、上述のブートシーケンス及び登録に続いて、端末１０２は、次
のように起動時刻（wake up time）が決定できるスロット（slotted）モードにおかれて
も良い。
【数１】

【００３２】
　WAKEUP_TIME ＝ ＴＨＩ ＊ （CDMA_SYSTEM_TIME／ＴＨＩ） ＋ ＴＯＦＦＳＥＴ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（WAKEUP_TIME ≧ CDMA_SYSTEM_TIMEの場合）
　
　WAKEUP_TIME ＝ ＴＨＩ ＊ （CDMA_SYSTEM_TIME／ＴＨＩ） ＋ ＴＯＦＦＳＥＴ＋ ＴＨ

Ｉ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（WAKEUP_TIME ＜ CDMA_SYSTEM_TIMEの場合）
　ここで、ＴＯＦＦＳＥＴは、ハッシュを用いて次のように決定できる。
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【数２】

【００３３】
　Ｎは、（秒換算での）ＴＨＩの整数値表現、　
　ＥＳＮは、３２ビット表現である。
【００３４】
　一つの実装で用いられる同期スケジューリング６００は、図６において説明される。示
されているのは、センター１１０及び端末１０２について説明するタイムラインである。
単一のセンター１１０と単一の端末１０２との間のタイムラインを表現しており、また、
特定の実装は、少なくとも一つのセンター１１０及び複数の端末１０２を提供しても良い
ことは、理解されるべきである。ＴＢＥＧＩＮ５１０に少なくとも部分的に基づいて決定
される端末１０２のための起動時刻（wake up time）６０５は、ハッシュされたものであ
り、センター１１０と端末１０２との両方に知られている。センター１１０は、（例えば
、ＡＳ１１４から）端末１０２への伝送のためのメッセージを受信している可能性があり
、それらは、端末１０２に関係する宛先及び今後の伝送の時刻に従ってメモリ（図示せず
）にソートされて保管されている。実質的には起動時刻６０５にて、センター１１０は、
端末１０２への伝送のために保管されたメッセージを含むメッセージの、時刻６１５での
伝送を、開始しても良い。上記メッセージは、端末１０２により、時刻６２０で受信され
る。すぐ応答する（responsive）メッセージは、センター１１０により、端末１０２から
受信されても良い。時刻６１０での待機への移行の前に、端末１０２は、時刻６３２で受
信されるセンター１１０への１又は複数のメッセージを送信しても良い。図６の特定の説
明図において、時刻６１０での待機への移行に先立って、センター１１０による上記メッ
セージの受信が時刻６３２で起こる。しかしながら、他のシナリオにおいて、センター１
１０は、実際には、上記端末１０２の待機への移行の後で、上記メッセージを受信する可
能性があることは、理解されるべきである。上記メッセージは、例えば、オペレーション
状態、バッテリー状態、ネットワーク情報、及びコンフィギュレーションデータの要求に
関する情報を含むＫＡメッセージを含んでも良い。一つの実装において、ＴＥＮＤが起こ
り、端末１０２が待機状態にあるとみなされる後、センター１１０は、期間（time）６４
０において、端末１０２が起動状態に移行する次の期間と同時に起こる、次の送信時刻で
端末１０２へ伝送するための保留メッセージを選択しても良い。図６は、センター１１０
がその間に伝送のために保留メッセージを選択し得る待機間隔として、ただ一つの期間６
０４を示しているが、該センターが、複数の、上記待機時間のような時間にて、上記選択
を行っても良いことは、理解されるべきである。実質的には時刻６４２での次の起動にて
、センター１１０は、端末１０２への保留メッセージの伝送を開始しても良い。その後に
、センター１１０は、時刻６５０で、端末１０２からのメッセージを受信する。時刻６３
２で、センター１１０は、待機状態６５２に戻る前に残された時間に応じて、例えばＫＡ
メッセージのようなメッセージを、受信し続けても良い。他の実装において、時刻６１０
及び６５２での待機状態と起動状態との間の移行は、端末１０２への伝送のためにセンタ
ー１１０により送受信されるメッセージの数及び種類に従って、動的に調整されても良い
。例えば、保留しているメッセージの数が、時刻６１５又は６４５で送信される単一のＳ
ＭＳメッセージにより運ばれるには多過ぎる場合に、これらの時刻にて一部のみが送信さ
れるであろう。時刻６３０及び６５０でメッセージを受信した場合には、センター１１０
は、時刻６１０及び６５２での待機状態への移行を、リセット及び延長しても良い。そし
て、センター１１０は、同じように、保留しているメッセージの続きの部分及び／又は残
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りを送信（図示せず）しても良い。このプロセスは、端末１０２へ宛てられた保留メッセ
ージのすべてがセンター１１０により送信されるまで、継続されても良い。
【００３５】
　一つの特定の実装において、センター１１０と端末１０２との間の同期化及び／又はタ
イミングは、無線通信リンクにおけるアップリンク及びダウンリンクメッセージの伝送の
タイミングから実質的に切り離されても良い。もう一度プロトコルスタック２０２及び２
１０を参照して、一つの実装におけるセンター１１０と端末１０２との間の通信を説明す
ると、ＳＭＳメッセージは、アップリンク及びダウンリンクメッセージにおけるメッセー
ジタイミングを意識することなく、センター１１０の通信レイヤと端末１０２の通信レイ
ヤとの間で送信されても良い。一つの特定の実装において、ＳＭＳメッセージは、インタ
ーネットプロトコル・インフラストラクチャー上のデータパケットにて、メッセージセン
ター１０６とセンター１１０との間で送信されても良い。それゆえ、センター１１０は、
メッセージ及び／又は端末１０２が待機する（hibernating）期間又は起動する（awake）
期間を、端末１０２とＭＳＣ／ＢＳＳ１０４との間のアップリンク部分及びダウンリンク
部分において送信されるメッセージのタイミングとは独立して、スケジュールしても良い
。したがって、センター１１０は、携帯電話ネットワークから地理的に切り離され（deco
upled）及び／又は隔てられ（removed）ても良く、また、端末１０２と通信するもの（pa
rty）による、より便利なアクセスのために、他の場所におかれても良い。
【００３６】
　上記の一つの実装において、センター１１０は、端末１０２が任意の一つのサイクルに
おける起動状態にある持続時間の長さを決定しても良い。センター１１０は、例えば、端
末１０２へ送信される１又は複数のコンフィギュレーション・メッセージに上記持続時間
を明記することによって、この持続時間をセットしても良い。他の実装において、センタ
ー１１０は、センター１１０から上記メッセージの受信に続く、関連するＭＳＣ／ＢＳＳ
１０４からのダウンリンクメッセージの伝送における、平均遅延ＴＭＩＮ＿ＭＳＣ＿ＤＥ

ＬＡＹに関係する不確かさに少なくとも部分的に基づいて上記持続時間を決定しても良い
。ここで、例えば、ＴＭＩＮ＿ＭＳＣ＿ＤＥＬＡＹに関係する不確かさが増加する場合に
、センター１１０は、端末１０２が受信メッセージのために起動状態にあろうことを保証
する任意の一つのサイクルにおいて、端末１０２が起動状態にある持続時間を増加させて
も良い。同様に、ＴＭＩＮ＿ＭＳＣ＿ＤＥＬＡＹに関連する不確かさが減少する場合に、
センター１１０は、この持続時間を減少させても良い。ここで、端末１０２が起動状態に
ある持続時間を減少することは、端末１０２の動作に電力を供給するバッテリーの寿命を
増加させるのに有利であることは、理解されるべきである。
【００３７】
　一つの実装において、ダウンリンクメッセージの伝送における平均遅延ＴＭＩＮ＿ＭＳ

Ｃ＿ＤＥＬＡＹは、往復のメッセージ時間（例えば、図６における、時刻６１５と時刻６
３０との間の差、又は、時刻６４５と時刻６５０との間の差）に少なくとも部分的に基づ
いて決定されても良い。同様に、この伝送の実装の遅延における不確かさは、平均遅延Ｔ

ＭＩＮ＿ＭＳＣ＿ＤＥＬＡＹに関する分散から決定されても良い。
【００３８】
　特定の実装において、図５に示されるように、端末１０２は、擬似距離測定値を決定す
るためにアンテナ１４１４で受信されたＳＰＳ信号を処理することができ且つアンテナ１
４１０を介して無線通信ネットワークと通信できるデバイスを含む。ここで、無線送受信
機１４０６は、例えばデータ、ボイス、及び／又はＳＭＳメッセージのようなベースバン
ド情報で、ＲＦキャリア信号を変調し、また、そのようなベースバンド情報を得るために
、変調されたＲＦキャリアを復調するように、構成されても良い。アンテナ１４１０は、
無線通信リンク上で、変調されたＲＦを送信し、また、無線通信リンク上で、変調された
ＲＦを受信するように構成されても良い。
【００３９】
　ベースバンドプロセッサ１４０８は、無線通信リンク上の伝送のために、ＣＰＵ１４０
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、ＣＰＵ１４０２は、ローカルインターフェース１４１６から、例えば、環境センサデー
タ（environmental sensory data）、運動センサデータ（motion sensor data）、高度デ
ータ、（例えば、加速度計からの）加速度データ、他のネットワーク（例えば、ＺｉｇＢ
ｅｅ（登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＷｉＦｉ，ピアツーピア（peer-to-peer））へ
の近接性を含み得る、上記ベースバンド情報を得ても良い。上記ベースバンド情報はまた
、例えば、デバイス１４００のロケーションの推定のような、及び／又は、例えば擬似距
離測定値といったものの計算に用いられる情報のような、ロケーション情報を含んでも良
い。
【００４０】
　ＳＰＳ受信機（ＳＰＳ Ｒｘ）１４１２は、諸ＳＶからの伝送を受信して復調し、復調
された情報を相関器１４１８へ供給するように構成されても良い。相関器１４１８は、受
信機１４１２により供給される情報から相関関数（correlation functions）を得ても良
い。相関器１４１８はまた、送受信機１４０６により提供されるパイロット信号に関する
情報から、パイロットに関係する相関関数を得るように構成されても良い。この情報は、
無線通信ネットワークを捕捉するデバイスにより用いられても良い。
【００４１】
　チャネル復号器１４２０は、ベースバンドプロセッサ１４０８から受信されるチャネル
シンボルを、内在する（underlying）ソースビットへ復号化するように構成されても良い
。チャネルシンボルが畳み込み符号化されたシンボルを含む一つの例において、上記チャ
ネル復号器は、ビタビ復号器を含んでも良い。チャネルシンボルが畳み込み符号の直列又
は並列の連結を含む第２の例において、チャネル復号器１４２０は、ターボ復号器を含ん
でも良い。
【００４２】
　メモリ１４０４は、説明又は提案された１又は複数のプロセス、例、実装、又は、それ
らの例を実行するための実行ファイル（executable）である、機械読み取り可能なインス
トラクションを記憶するように構成されても良い。ＣＰＵ１４０２は、上記機械読み取り
可能なインストラクションにアクセスし実行するように構成されても良い。しかしながら
、これらは、単に、特定の態様においてＣＰＵにより実行されてもよいタスクの例に過ぎ
ず、クレームされた主題は、これら態様に限定されるものではない。
【００４３】
　ただいま例である特徴と考えられることが図解（illustrated）及び説明（described）
されたが、クレームされた主題から逸脱することなく、様々な他の修正がなされても良く
、また、同等のものが置き換えられて良いことは、当業者には理解されるであろう。加え
て、本明細書で説明された主要な概念から逸脱することなく、クレームされた主題の技術
に特定の状況を適用するために、多くの修正がなされても良い。したがって、クレームさ
れた主題は、開示された特定の例に限定されるものではなく、当該クレームされた主題は
、添付された特許請求の範囲内に含まれるすべての態様及びそれらと同等のものを含むこ
とが意図されている。１又は複数のクレームは、特徴が要素／限定“Ａ”、若しくは、要
素／限定“Ｂ”、又は、要素／限定“Ａ”と要素／限定“Ｂ”との両方を含み得ることを
特定するために、“Ａ若しくはＢ、又はそれらの両方（Ａ or Ｂ， or both）”の形で当
該特徴を列挙することがある。さらに、“Ａ若しくはＢ、又はそれらの両方（Ａ or Ｂ，
 or both）”の形で列挙された当該特徴は、要素／限定“Ａ”又は要素／限定“Ｂ”に加
えた要素の存在を排除するものではない。
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