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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　家屋監視を容易にする管理サービスまたは監視サービスに関連する家屋で動作するｈｏ
ｍｅ　ｎｏｄｅＢ（ＨＮＢ）デバイスにインターフェースする通信コンポーネントであっ
て、前記ＨＮＢデバイスは、前記管理サービスまたは前記監視サービスのサービス・エリ
アに関して前記ＨＮＢデバイスに割り当てられたサービス・エリア識別子に基づいて、フ
ェムトセル・ネットワークによって伝搬される通信のために、前記ＨＮＢデバイスをター
ゲットにするフェムトセル・ネットワーク・プラットフォームと結合している、通信コン
ポーネントと、
　少なくとも１つのセンサから状態情報を受信するセンサ管理コンポーネントであって、
前記状態情報は、前記管理サービスまたは前記監視サービスに従って前記少なくとも１つ
のセンサによって検出される前記家屋の状態に関係する、センサ管理コンポーネントと、
　を含む、家屋管理または家屋監視を容易にするためにフェムトセル・ネットワーク・イ
ンフラストラクチャを活用するシステム。
【請求項２】
　前記通信コンポーネントは、前記ＨＮＢデバイスに含まれ、あるいは、前記通信コンポ
ーネントは、前記ＨＮＢデバイスから離れており、前記ＨＮＢデバイスに通信的に結合さ
れている、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのセンサは、前記状態情報を前記センサ管理コンポーネントに無線
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で送信する、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記状態情報は、前記家屋に関連するリソースの使用量を追跡する需給計器から前記少
なくとも１つのセンサによって入手される読み値に関係する、請求項１に記載のシステム
。
【請求項５】
　前記リソースは、天然ガス、プロパン、電気、水、廃棄物、または前記廃棄物の処理の
うちの少なくとも１つである、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのセンサは、前記需給計器に動作可能にまたは通信的に結合される
、請求項４に記載のシステム。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのセンサは、前記需給計器の少なくとも一部のイメージに基づいて
前記需給計器から状態情報を入手するイメージング・デバイスである、請求項４に記載の
システム。
【請求項８】
　前記状態情報は、前記家屋のアラーム・システムの状態と、前記家屋でのリソース消費
の状態またはアクティビティ・レベルと、前記家屋の環境条件に関連する状態とのうちの
少なくとも１つに関係する、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記センサ管理コンポーネントは、所定のインターバルで前記少なくとも１つのセンサ
に前記状態情報を自動的に要求し、または前記所定のインターバルで前記状態情報を自動
的に送信するように前記少なくとも１つのセンサに命令する、請求項１に記載のシステム
。
【請求項１０】
　前記通信コンポーネントは、前記状態情報に関するリアルタイム要求を受信し、前記セ
ンサ管理コンポーネントは、前記状態情報を即座に送信するように前記少なくとも１つの
センサに命令する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記通信コンポーネントは、フェムトセル・ネットワーク・プロバイダに関連する前記
管理サービスまたは前記監視サービスのマスタ管理コンポーネントへの前記ＨＮＢデバイ
スによる前記状態情報の伝搬を容易にする、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記通信コンポーネントによる伝搬の前に前記状態情報を変換する変換コンポーネント
をさらに含み、前記変換コンポーネントは、前記少なくとも１つのセンサによって送信さ
れる生の状態情報を受信し、光学文字認識（ＯＣＲ）、物体認識、または所望の出力に従
うフォーマッティングもしくは処理のうちの少なくとも１つに基づいて前記生の状態情報
を処理された状態情報に変換する、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　ｈｏｍｅ　ｎｏｄｅＢ（ＨＮＢ）デバイスのセットにインターフェースするように構成
されたインターフェース・コンポーネントであって、前記インターフェース・コンポーネ
ントは、前記セットに含まれる特定のＨＮＢデバイスから状態情報を受信し、前記状態情
報は、家屋の少なくとも１つのセンサによって入手され、前記特定のＨＮＢデバイスの位
置に関連する前記家屋の状態に関係する、インターフェース・コンポーネントと、
　データ・ストアの前記特定のＨＮＢデバイスまたはそのユーザに関連するアカウント・
レコードに前記状態情報を格納し、家屋管理サービスまたは家屋監視サービスを提供する
ために前記状態情報を使用する、マスタ管理コンポーネントであって、ＨＮＢデバイスの
前記セットにサービスを提供し、かつ前記家屋管理サービスまたは前記家屋監視サービス
のサービス・エリアに関するサービス・エリア識別子に基づいて、通信のために前記特定
のＨＮＢデバイスをターゲットにするフェムトセル・ネットワークによって、前記家屋管
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理サービスまたは前記家屋監視サービスの管理デバイスが前記特定のＨＮＢデバイスと通
信する、マスタ管理コンポーネントと、
　を含む、家屋管理サービスまたは家屋監視サービスを容易にするためにフェムトセル・
ネットワークを使用するシステム。
【請求項１４】
　サード・パーティに関連する少なくとも１つのサード・パーティ・ネットワークにイン
ターフェースするサービス・コンポーネントをさらに含み、前記少なくとも１つのサード
・パーティ・ネットワークは、ユーティリティ・プロバイダ、セキュリティ・プロバイダ
、または緊急サービス・プロバイダのうちの少なくとも１つに関係する、請求項１３に記
載のシステム。
【請求項１５】
　前記サービス・コンポーネントは、前記データ・ストアに格納されたデータにアクセス
するためまたは前記少なくとも１つのセンサからのリアルタイム読み値を要求するために
、前記少なくとも１つのサード・パーティにセキュア・ログインを提供し、前記マスタ管
理コンポーネントは、前記特定のＨＮＢまたはウェブベースのログインを介して、前記ア
カウント・レコードへのアクセス、１もしくは複数の事前定義のしきい値の設定、前記家
屋の現在の状態の判定、または前記家屋の現在の状態の更新を可能にする、請求項１４に
記載のシステム。
【請求項１６】
　前記マスタ管理コンポーネントは、（１）前記状態情報と前記特定のＨＮＢデバイスに
関連する前記１つまたは複数の事前定義のしきい値との間の比較を作り、または（２）前
記比較に基づいて、前記サード・パーティ、前記特定のＨＮＢデバイスまたはその前記ユ
ーザ、のうちの少なくとも１つへの通知の送信を容易にする、請求項１５に記載のシステ
ム。
【請求項１７】
　前記通知は、しきい値設定、送り状、レシート、または追加情報のうちの少なくとも１
つを参照するショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージに埋め込まれたユニ
フォーム・リソース・ロケータ（ＵＲＬ）を有するＳＭＳメッセージである、請求項１６
に記載のシステム。
【請求項１８】
　プロセッサを含むシステムが、管理サービスまたは監視サービスに関連する家庭／オフ
ィスで動作するｈｏｍｅ　ｎｏｄｅＢ（ＨＮＢ）モジュールにインターフェースするステ
ップであって、前記ＨＮＢモジュールは、前記管理サービスまたは前記監視サービスのサ
ービス・エリアに関して前記ＨＮＢモジュールに割り当てられたサービス・エリア識別子
に基づいて、フェムトセル・ネットワークによって伝搬される通信のために、前記ＨＮＢ
モジュールをターゲットにするフェムトセル・ネットワーク・プラットフォームと結合し
ている、ステップと、
　前記システムが、前記家庭／オフィスに関連する特性を識別する、前記家庭／オフィス
にあるかこれに近接する少なくとも１つのセンサにインターフェースするステップと、
　前記システムが、前記少なくとも１つのセンサから状態情報を受信するステップであっ
て、前記状態情報は、前記少なくとも１つのセンサによって識別された家屋の状態を記述
する、ステップと、
　を含む、家庭／オフィス管理または家庭／オフィス監視を容易にするためにフェムトセ
ル・ネットワーク・インフラストラクチャを活用する方法。
【請求項１９】
　前記システムが、前記少なくとも１つのセンサを需給計器にインターフェースするステ
ップ、
　前記システムが、前記需給計器の構成に基づいてまたは前記需給計器のすべてまたは一
部の光学イメージに基づいて前記少なくとも１つのセンサから前記状態情報を受信するス
テップ、
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　前記システムが、アラーム・システム、測定されないリソース消費デバイス、または環
境条件モニタもしくは環境条件デバイスの構成に基づいて前記少なくとも１つのセンサか
らの前記状態情報を受信するステップ、
　前記システムが、無線の形で前記少なくとも１つのセンサから前記状態情報を受信する
ステップ、
　前記システムが、事前定義のインターバルで前記少なくとも１つのセンサに前記状態情
報を自動的に要求するステップ、
　前記システムが、事前定義のインターバルで前記状態情報を自動的に送信するように前
記少なくとも１つのセンサに命令するステップ、または
　前記システムが、フェムトセル・ネットワーク・プロバイダに関連する中央サーバに前
記ＨＮＢモジュールによってアップストリームに前記情報を送信するステップ
　のうちの少なくとも１つをさらに含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記システムが、前記フェムトセル・ネットワークに通信的に結合されたサード・パー
ティ・ネットワークから前記状態情報に関するリアルタイム要求を受信するステップ、
　前記システムが、前記リアルタイム要求に応答して前記サード・パーティ・ネットワー
クに前記状態情報を提供するステップ、
　前記システムが、前記ＨＮＢモジュールに関連するアカウントに対して参照される前記
フェムトセル・ネットワーク内に含まれるデータ・ストアに前記状態情報を格納するステ
ップ、
　前記システムが、前記状態情報が事前定義の状態と一致する時に前記サード・パーティ
・ネットワークに通知を送信するステップ、
　前記システムが、前記サード・パーティ・ネットワークが関連するアカウント・データ
または前記家庭／オフィスの関連するセンサにセキュアにアクセスするためのインターフ
ェースを提供するステップ、または
　前記システムが、アカウント情報もしくは設定にセキュアにアクセスし、または前記ア
カウントを管理するためのインターフェースを提供するステップ
　のうちの少なくとも１つをさらに含む、請求項１８に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本願は、２００９年１０月１３日に出願した米国特許出願第１２／５７７，８５６号、
名称「ＬＥＶＥＲＡＧＩＮＧ　Ａ　ＦＥＭＴＯＣＥＬＬ　ＮＥＴＷＯＲＫ　ＦＯＲ　ＰＲ
ＥＭＩＳＥＳ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＯＲ　ＭＯＮＩＴＯＲＩＮＧ」に関連する。この
特許出願の全体が、参照によって本明細書に組み込まれている。
【０００２】
　本願は、全体的にはフェムトセル通信ネットワークに関し、より具体的には、家屋管理
および／または家屋監視を容易にするためのフェムトセル・ネットワーク・インフラスト
ラクチャの利用に関する。
【背景技術】
【０００３】
　屋内カバレージは、無線サービス・プロバイダの間の主な差別化要因であるが、屋内環
境は、経路損失または減衰などのさまざまな要因のゆえに無線リソースの効率的利用の助
けにはならず、これらの要因は、チャネル品質劣化およびその結果として続く過度なシグ
ナリングにつながる可能性があり、この過度なシグナリングは、屋内環境内で動作するモ
バイル・デバイスの電池消耗を実質的に増やす可能性がある。さらに、無線サービスが、
ユビキタスになり、したがって日用品化されるにつれて、レガシ遠隔通信システムおよび
これに関連するサービスの市場占有率は、顧客自然減によってますます影響を受ける。し
たがって、フェムトセルが、屋内カバレージを提供するためにレガシ・システムおよび現



(5) JP 5898083 B2 2016.4.6

10

20

30

40

50

存するブロードバンド非モバイル・ネットワークを活用するために現れた。
【０００４】
　フェムトセル・カバレージは、一般に、加入者が加入者の家庭カバレージ・エリア、私
有屋内環境、またはフェムトセルが存在する他の家屋に入り、これから出る時にサービス
連続性を保証するために、現存するマクロ・セル・カバレージとオーバーラップすること
が意図されている。したがって、フェムトセル・ネットワークは、従来のマクロ・ネット
ワークによって提供されるより広いカバレージをさらに活用することができる。モバイル
・デバイス（たとえば、ユーザ機器（ＵＥ））にサービスを提供する従来のマクロ・ネッ
トワーク・プラットフォームは、通信サービスを提供する時にＵＥのモビリティと競争し
なければならない。伝統的に、特定のＵＥ宛のメッセージは、広い区域にブロードキャス
トされなければならず、これによって、マクロ・ネットワークの周囲のノードのすべてが
、ＵＥが所与の時にどこに配置されていようとも所期の受取人がその通信を受信すること
を保証するために、重複した情報をブロードキャストする。リソース利用に関して、その
ようなフラッド・ブロードキャスティング（ｆｌｏｏｄ　ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ）は
、非常に非効率的であるが、しばしば、受取人ＵＥが広い区域にわたる高い度合のモビリ
ティを維持することを潜在的に期待する時の結果である。
【０００５】
　マクロ・ネットワークとは対照的に、フェムトセル・ネットワーク・プラットフォーム
は、さまざまなノードまたはフェムトセル（たとえば、ｈｏｍｅ　ｎｏｄｅＢ（ＨＮＢ）
）に頼る。ＨＮＢは、有線ブロードバンド・ネットワークにインターフェースされる建物
ベースの無線アクセス・ポイントである。前に注記したように、ＨＮＢは、一般に、屋内
無線カバレージを改善し、無線ネットワークおよびサービス・プロバイダによって運営さ
れるモビリティ無線アクセス・ネットワーク（ＲＡＮ）をオフロードするために展開され
る。したがって、ＨＮＢデバイスのカバレージは、一般に、住居または商業ビルディング
などの屋内複合物の境界内にほぼ閉じ込められる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　残念ながら、現在の通信システム（広い面積にわたるカバレージのためのマクロ・ネッ
トワーク・サービスと屋内の家庭使用またはオフィス使用のためのフェムトセル・ネット
ワークとの両方を加入者に提供する通信システム）は、一般に、フェムトセル・ネットワ
ークをマクロ・ネットワークのサブネットワークとして扱い、したがって、実質的に同一
の形で通信を扱う。そのような扱いは、ＨＮＢが、携帯電話機または他のＵＥとは異なっ
て、通常は位置を変更せず、特定の既知の位置に留まるので、不利である。さらに、ＨＮ
Ｂは、家庭または他の家屋内に存在を維持し、この存在を、まだ利用されていないさまざ
まな形で活用することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　次では、開示される主題のいくつかの態様の基本的な理解を提供するために、開示され
る主題の単純化された要約を提示する。この要約は、開示される主題の完璧な概要ではな
い。開示される主題の主要な要素またはクリティカルな要素を識別することも、開示され
る主題の範囲を区切ることも、意図されていない。その唯一の目的は、後で提示される、
より詳細な説明の前置きとして、開示される主題のいくつかの概念を単純化された形で提
示することである。
【０００８】
　本明細書で開示される主題は、その一態様で、家屋の管理または監視を容易にするため
にフェムトセル・ネットワーク・インフラストラクチャを活用できるアーキテクチャを含
む。これおよび他の関係する目的によれば、このアーキテクチャは、管理サービスまたは
監視サービスのユーザに関連する家屋で動作するｈｏｍｅ　ｎｏｄｅＢ（ＨＮＢ）デバイ
スにインターフェースできる通信コンポーネントを含むことができる。了解できるように
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、管理サービスまたは監視サービスは、たとえば家屋で便利に収集できる状態情報を入手
し、集約し、処理し、かつ／または分配するために、ユーザに関連する家庭または他の家
屋内のＨＮＢデバイスの存在を活用することができる。
【０００９】
　さらに、このアーキテクチャは、少なくとも１つのセンサから状態情報を受信できるセ
ンサ管理コンポーネントを含むことができ、状態情報は、家屋の状態に関係するものとす
ることができ、あるいは、管理サービスまたは監視サービスに従って少なくとも１つのセ
ンサによって検出される家屋の機器、コンポーネントまたはデバイスの状態に関係するも
のとすることができる。
【００１０】
　１つの例示的態様では、少なくとも１つのセンサを、サード・パーティ・ユーティリテ
ィ・プロバイダによって維持される需給計器に動作可能にまたは通信的に結合することが
できる。したがって、このアーキテクチャは、計器読み値の動的獲得または自動獲得と、
サード・パーティ・ユーティリティ・プロバイダへのこれらの読み値の伝搬とを容易にす
ることができる。もう１つの例示的態様では、少なくとも１つのセンサは、たとえばアラ
ーム・システム、（測定されない）リソースを消費するデバイスもしくは機器、または環
境条件モニタもしくは環境条件デバイスのうちの１つに動作可能にまたは通信的に結合さ
れ得る。したがって、このアーキテクチャは、従来のホーム・アラーム・サービスを置換
する時に緊急の場合に当局または救急隊員の通知を容易にし、あるいは、サード・パーテ
ィ・アラーム・サービスと共に働く時にホーム・アラーム・サービスにより頑健な特徴を
追加することができる。それに加えてまたはその代わりに、このアーキテクチャは、ある
種の条件が満足される（たとえば、機器がアクティブである、温度があるレベルである…
）時に許可された当事者（たとえば、ユーザまたは家屋の所有者）に通知することができ
る。したがって、許可された当事者は、家屋の実質的にすべての所望の属性または状態に
ついて知らされることができ、家屋から離れている時であっても、将来の通知に関係する
設定を調整し、またはそれに応答して行うべき適切なアクションを指定することができる
。
【００１１】
　次の説明および添付図面は、開示される主題のある種の例示的態様を詳細に示す。しか
し、これらの態様は、開示される主題の原理を使用できるさまざまな形のうちの少数のみ
を示し、開示される主題は、すべてのそのような態様およびその同等物を含むことが意図
されている。開示される主題の他の利益および区別する特徴は、図面と共に検討される時
に、開示される主題の次の詳細な説明から明白になる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】家屋の管理または監視を容易にするためにフェムトセル・ネットワーク・インフ
ラストラクチャおよび／またはフェムトセル・ネットワーク・プラットフォームを活用で
きるシステムを示すブロック図である。
【図２】センサ管理コンポーネントおよび関連するセンサの追加の態様または特徴を示す
、システムを示すブロック図である。
【図３】家屋の管理または監視に関連するさまざまなネットワーク化されたコンポーネン
トの間での要求および／または状態情報の伝搬を容易にすることができるシステムを示す
ブロック図である。
【図４】家屋管理サービスまたは家屋監視サービスを容易にするためにフェムトセル・ネ
ットワークを使用できるシステムを示すブロック図である。
【図５】家屋管理サービスもしくは家屋監視サービスまたはそのコンポーネントを容易に
するためのフェムトセル・ネットワークの接続利用に関する追加の特徴、態様、または詳
細を提供するシステムを示すブロック図である。
【図６】さまざまな判定または推論を実行しまたは助けることができるシステムを示すブ
ロック図である。
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【図７】家屋の管理または監視を容易にするためにフェムトセル・ネットワーク・インフ
ラストラクチャを活用する方法を定義する手順を示す例示的流れ図である。
【図８】家屋の管理または監視を容易にすることに関連する状態情報を獲得し、かつ／ま
たは利用する方法を定義する手順を示す例示的流れ図である。
【図９】家屋の管理または監視を容易にするためのフェムトセル・ネットワーク・インフ
ラストラクチャの活用に関連するさまざまな追加の特徴または態様を提供する方法を定義
する手順を示す例示的流れ図である。
【図１０】本明細書で説明される諸態様による企業ネットワークの動作を可能にすること
ができる関連するコンポーネントと共に例の無線通信環境を示す図である。
【図１１】本明細書の諸態様による無線カバレージのためのマクロ・セルの概略展開を示
す図である。
【図１２】開示されるアーキテクチャの一部を実行するように動作可能なコンピュータを
示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　開示される主題を、これから図面を参照して説明するが、図面では、同様の符号が、終
始、同様の要素を参照するのに使用される。次の説明では、説明において、開示される主
題の完全な理解を提供するために、多数の特定の詳細を示す。しかし、開示される主題を
、これらの特定の詳細なしで実践できることは明白であろう。他の場合には、開示される
主題の説明を容易にするために、周知の構造およびデバイスをブロック図の形で示す。
【００１４】
　本願で使用される時に、用語「システム」、「コンポーネント」、「インターフェース
」、および類似物は、コンピュータ関連のエンティティまたは１つもしくは複数の特定の
機能性を有する動作可能な機械に関係するエンティティを指すことが意図されている。本
明細書で開示されるエンティティを、ハードウェア、ハードウェアとソフトウェアとの組
合せ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアのいずれかとすることができる。たと
えば、コンポーネントを、プロセッサ上で動作するプロセス、プロセッサ、オブジェクト
、実行可能ファイル、実行のスレッド、プログラム、および／またはコンピュータとする
ことができるが、これらであることに限定はされない。たとえば、サーバ上で動作するア
プリケーションとそのサーバとの両方を、コンポーネントとすることができる。１つまた
は複数のコンポーネントが、１つのプロセスおよび／または実行のスレッド内に存在する
ことができ、１つのコンポーネントを、１つのコンピュータ上に局所化し、かつ／または
複数のコンピュータの間で分散させることができる。これらのコンポーネントを、さまざ
まなデータ構造をその上に格納されたさまざまなコンピュータ可読媒体から実行すること
もできる。コンポーネントは、１つまたは複数のデータ・パケットを有する信号（たとえ
ば、ローカル・システム内で、分散システム内で、および／または信号を介して他のシス
テムとインターネットなどのネットワークを介して他のコンポーネントと相互作用する１
つのコンポーネントからのデータ）に従うなどして、ローカル・プロセスおよび／または
リモート・プロセスを介して通信することができる。もう１つの例として、コンポーネン
トは、プロセッサによって実行されるソフトウェア・アプリケーション（１つまたは複数
）またはファームウェア・アプリケーション（１つまたは複数）によって動作させられる
電気回路網または電子回路網によって動作させられる機械部品によって提供される特定の
機能性を有する装置とすることができ、このプロセッサは、装置の内部または外部とする
ことができ、ソフトウェア・アプリケーションまたはファームウェア・アプリケーション
の少なくとも一部を実行する。もう１つの例として、コンポーネントを、機械的部品を用
いずに電子コンポーネントを介して特定の機能性を提供する装置とすることができ、この
電子コンポーネントは、電子コンポーネントの機能性を少なくとも部分的に与えるソフト
ウェアまたはファームウェアを実行するプロセッサをその中に含むことができる。インタ
ーフェースは、入出力（Ｉ／Ｏ）コンポーネント、ならびに関連するプロセッサ、アプリ
ケーション、および／またはＡＰＩコンポーネントを含むことができる。
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【００１５】
　さらに、開示される主題を、開示される主題を実施するようにコンピュータを制御する
ためにソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはその組合せを作るのに標準
的なプログラミング技法および／または工学技法を使用して方法、装置、または製造品と
して実施することができる。用語「製造品」は、本明細書で使用される時に、任意のコン
ピュータ可読デバイス、担体、または媒体からアクセス可能なコンピュータ・プログラム
を含むことが意図されている。たとえば、コンピュータ可読媒体は、磁気ストレージ・デ
バイス（たとえば、ハード・ディスク、フロッピ・ディスク、磁気ストリップ…）、光デ
ィスク（たとえば、コンパクト・ディスク（ＣＤ）、ディジタル多用途ディスク（ＤＶＤ
）…）、スマート・カード、およびフラッシュ・メモリ・デバイス（たとえば、カード、
スティック、キー・ドライブ…）を含むことができるが、これに限定はされない。さらに
、電子メールの送信および受信またはインターネットもしくはローカル・エリア・ネット
ワーク（ＬＡＮ）などのネットワークへのアクセスに使用されるものなどの搬送波を、コ
ンピュータ可読電子データを搬送するのに使用できることを了解されたい。もちろん、当
業者は、開示される主題の範囲および趣旨から逸脱せずに、この構成に対して多数の変更
を行えることを認めるであろう。
【００１６】
　本明細書で使用される時に、用語「推論する」または「推論」は、一般に、イベントお
よび／またはデータを介して取り込まれた観察のセットからシステム、環境、および／ま
たはユーザの状態について推理しまたはこれを推論するプロセスを指す。推論を使用して
、特定の文脈またはアクションを識別することができ、あるいは、推論は、たとえば状態
にわたる確率分布を生成することができる。推論は、確率的すなわち、データおよびイベ
ントの考慮に基づく関心を持たれている状態にわたる確率分布の計算とすることができる
。推論は、イベントおよび／またはデータのセットからより高いレベルのイベントを構成
するのに使用される技法を指すこともできる。そのような推論は、イベントが時間的に近
い近接で相関するか否かにかかわりなく、イベントおよびデータが１つまたは複数のイベ
ント・ソースおよびデータ・ソースに由来するかどうかにかかわりなく、観察されたイベ
ントおよび／または格納されたイベント・データのセットからの新しいイベントまたはア
クションの構成をもたらす。
【００１７】
　さらに、「ユーザ機器」、「移動局」、「モバイル」、加入者ステーション」、「アク
セス端末」、「端末」、「送受器」、および類似する用語法などの用語は、一般に、デー
タ、制御、音声、ビデオ、サウンド、ゲーミング、または実質的にすべてのデータ・スト
リームもしくはシグナリング・ストリームを受信するか伝えるために無線通信サービスの
加入者またはユーザによって利用される無線デバイスを指す。前述の用語は、本明細書お
よび関係する図面で交換可能に利用される。同様に、用語「アクセス・ポイント」、「基
地局」、「セル・サイト」、および類似物は、本願で交換可能に利用され、データ、制御
、音声、ビデオ、サウンド、ゲーミング、または実質的にすべてのデータ・ストリームも
しくはシグナリング・ストリームを加入者ステーションのセットから受信し、サービスす
る、無線ネットワーク・コンポーネントまたは無線ネットワーク機器を指す。データ・ス
トリームおよびシグナリング・ストリームを、パケット化されたフローまたはフレームベ
ースのフローとすることができる。本明細書および図面では、文脈または明示的な区別が
、屋外環境でモバイル・デバイスにサービスし、これからデータを受信するアクセス・ポ
イントまたは基地局と、屋外カバレージ・エリアにオーバーレイされた閉じ込められた主
に屋内の環境で動作するアクセス・ポイントまたは基地局とに関する相違を提供すること
に留意されたい。データ・ストリームおよびシグナリング・ストリームを、パケット化さ
れたフローまたはフレームベースのフローとすることができる。
【００１８】
　さらに、用語「ユーザ」、「加入者」、「顧客」、「消費者」、および類似物は、これ
らの用語の間の特定の区別（１つまたは複数）を文脈が保証しない限り、本明細書全体を
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通じて交換可能に使用される。そのような用語が、人間のエンティティ、関連するデバイ
ス、またはシミュレートされた視覚、音声認識などを提供できる人工知能を介してサポー
トされる自動化されたコンポーネント（たとえば、複雑な数学的形式に基づいて推論を行
う能力）を指すことができる。さらに、用語「無線ネットワーク」および「ネットワーク
」は、本願では交換可能に使用され、その用語が利用される文脈が明瞭さのために区別を
保証する時には、そのような区別が明示的に行われる。
【００１９】
　さらに、単語「例示的な」は、本明細書では、例、実例、または例示として働くことを
意味する。本明細書で「例示的」として説明されるすべての態様または設計は、必ずしも
、他の態様または設計に対して好ましいまたは有利とは解釈されない。そうではなく、単
語例示的の使用は、具体的な形で概念を提示することが意図されている。本願で使用され
る時に、用語「または」は、排他的な「または」ではなく包含的な「または」であること
が意図されている。すなわち、そうではないと指定されない限り、または文脈から明瞭で
ない限り、「ＸはＡまたはＢを使用する」は、自然な包含的な組合せのすべてを意味する
ことが意図されている。すなわち、ＸがＡを使用する場合、ＸがＢを使用する場合、また
はＸがＡとＢとの両方を使用する場合に、「ＸはＡまたはＢを使用する」は、前述の実例
のいずれの下でも満足される。さらに、冠詞「ａ」および「ａｎ」は、本願および特許請
求の範囲で使用される時に、一般に、そうではないと指定されない限りまたは文脈から単
数形を対象とすることが明瞭でない限り、「１つまたは複数」を意味すると解釈されなけ
ればならない。
【００２０】
　これから図面を参照し、まず図１を参照すると、家屋の管理または監視を容易にするた
めにフェムトセル・ネットワーク・インフラストラクチャおよび／またはフェムトセル・
ネットワーク・プラットフォームを活用できるシステム１００が示されている。一般に、
システム１００は、家屋１０６で動作するｈｏｍｅ　ｎｏｄｅＢ（ＨＮＢ）デバイス１０
４にインターフェースできる通信コンポーネント１０２を含むことができる。家屋１０６
は、実際の資産に関係するものとすることができ、ビルディングまたは構造物の内部領域
ならびに通常はＨＮＢデバイスが配置された家庭、オフィス、または他の資産である外部
の直接の周囲との一方または両方を含むことが意図されている。たとえば、家屋１０６を
、ユーザ１０８の家庭またはオフィスとすることができ、ユーザ１０８は、管理サービス
または監視サービス１１０の顧客または加入者とすることができる。符号１１０が、本明
細書では管理サービスまたは監視サービスあるいはそのコンポーネントのいずれかまたは
両方を表すことが意図されていることを理解されたい。
【００２１】
　さらに、ユーザ１０８は、個人として図示されているが、セルラ電話機、送受器、また
は他のモバイル・デバイスなどの適切なデバイスならびにパーソナル・コンピュータまた
はラップトップ機などの他のコンピューティング・デバイスの代理または代表として働く
ことができる。したがって、ユーザ１０８へのデータの送信またはユーザ１０８からのデ
ータの受信などの本明細書で詳細に説明されるデータ・トランザクションは、関連するデ
バイスによるユーザ１０８への提示もしくはユーザ１０８による入力または単純にユーザ
１０８のデバイスとのトランザクションを示すように働くことができる。さらに、ユーザ
１０８が、（管理サービスまたは監視サービス１１０に加えて）フェムトセル・ネットワ
ーク・プロバイダの顧客または加入者でもあることができることを了解されたい。フェム
トセル・ネットワーク・プロバイダは、たとえばユーザ１０８の家屋１０６でＨＮＢデバ
イス１０４を設置し維持すると同時に、図１０および１１に関連して後でその例が説明さ
れるフェムトセル・ネットワーク・プラットフォーム１１８などのさまざまな他のフェム
トセル・ネットワーク機器またはプラットフォームを管理しまたは維持することができる
。
【００２２】
　さらに、システム１００は、少なくとも１つのセンサ１１６から状態情報１１４を受信
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できるセンサ管理コンポーネント１１２をも含むことができる。センサ管理コンポーネン
ト１１２が、多数のセンサ１１６ならびに広範囲のタイプのセンサ１１６にインターフェ
ースできるが、単純化のために、本開示の残りのいくつかの部分が、単一のセンサ１１６
だけに言及する場合があることを理解されたい。そのような場合であっても、複数のセン
サ１１６に置換できることを了解されたい。さらに、センサ１１６によって入手される状
態情報１１４は、たとえば、センサ１１６によっておよび／または管理サービスまたは監
視サービス１１０に関連して検出される、家屋１０６の状態、またはこれに関係する機器
、デバイス、もしくはコンポーネントの状態に関係するものとすることができる。
【００２３】
　本明細書で参照によって説明されるように、単一のＨＮＢデバイス（たとえば、ＨＮＢ
デバイス１０４）または論理集合もしくは論理グループを、マクロ・ネットワーク（図示
せず）を介してユーザにメッセージを送信するのに通常使用されるようにフラッド・ブロ
ードキャスティングを利用するのではなく、フェムトセル・ネットワークによって伝搬さ
れる直接の排他的な通信によってターゲットにすることができる。たとえば、モバイルに
通信を配信する時には、モバイル・デバイスがフェムトセル・ネットワーク加入者である
時であっても、モバイル・デバイスの位置が一般に既知ではないので、フラッド・ブロー
ドキャスティングが伝統的に使用される。しかし、個々のＨＮＢデバイス（または個々の
モバイル・デバイスさえ）またはＨＮＢもしくはモバイル・デバイスの論理グループ化を
ターゲットにすることを、たとえば、特定の郵便番号またはたとえばユーティリティ会社
もしくは別のサード・パーティ１２０のサービス・エリアと一致するものとすることがで
きる論理的に割り当てられたサービス・エリア識別子（ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｒｅａ　ｉｄ
ｅｎｔｉｆｉｅｒ）（ＳＡＩ）または類似物によって、達成することができる。したがっ
て、特定のＳＡＩを、たとえば特定の郵便番号または区域内の電カ会社の全顧客に割り当
てることができる。したがって、電気会社は、今や、特定のＳＡＩを使用することによっ
てこれらの顧客だけに請求通知または類似物のターゲットを絞ることができる。
【００２４】
　上で述べたまたは他の形で言及した特徴（たとえば、特定の家庭をターゲットにする能
力）が現在開示されている主題に関連して使用されるか否かにかかわりなく、ＨＮＢによ
って与えられる専用通信信号の家屋（たとえば家屋１０６）内の存在を活用して、ユーザ
１０８、フェムトセル・ネットワーク・プロバイダ１１８、ならびにたとえばサード・パ
ーティ１２０によって供給される電気について支払う取決めまたは契約など、ユーザ１０
８が契約しているサード・パーティ１２０のいずれかに、複数の利益を提供することがで
きることを了解されたい。１つのそのような利益を、家屋１０６でのフェムトセル・ネッ
トワークの存在を活用できると同時にサード・パーティ１２０の既存のインフラストラク
チャまたはサービスを活用するか置換することができる、フル機能の家屋の管理サービス
または監視サービス１１０のプロビジョニングとすることができる。したがって、サード
・パーティ１２０によって提供される現在のサービス、特徴、またはオプションを、実質
的に機能強化することができると同時に、新しいサービスまたはオプションを、ユーザ１
０８に提供することもでき、これを、残りの図面を参照してさらに議論する。
【００２５】
　図示されているように、通信コンポーネント１０２とセンサ管理コンポーネント１１２
との一方または両方に、家屋１０６の地理的境界内に位置を与えることができるが、これ
が、すべての場合に厳密に必要ではないことを了解されたい。さらに、通信コンポーネン
ト１０２またはセンサ管理コンポーネント１１２の一方または両方のすべてまたは諸部分
を、ＨＮＢデバイス１０４に含めることができることを了解されたい。代替案では、通信
コンポーネント１０２またはセンサ管理コンポーネント１１２の一方または両方のすべて
または諸部分を、たとえば一般に家屋１０６内に含まれ、有線または無線のいずれかでＨ
ＮＢデバイス１０４に通信的に結合される独立型ユニットとして、ＨＮＢデバイス１０４
からリモートとすることができる。図２および３は、システム１００またはそのコンポー
ネントに関係する追加の詳細、態様、または特徴を提供する。
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【００２６】
　同様に、別個の要素として図示されているが、管理サービス・コンポーネントまたは監
視サービス・コンポーネント１１０のすべてまたは諸部分を、フェムトセル・ネットワー
ク・プラットフォーム１１８内に含めることができる。しかし、管理サービス・コンポー
ネントまたは監視サービス・コンポーネント１１０が、本明細書で詳細に説明される利益
を提供するためにさまざまなインフラストラクチャを活用しながら、複数のフェムトセル
・ネットワーク・プラットフォーム１１８に、潜在的には競合するプロバイダにさえ、イ
ンターフェースできることを了解されたい。したがって、１つまたは複数のフェムトセル
・ネットワーク・プラットフォーム１１８とは別々であれこれに含まれるのであれ、これ
らの利益を、シームレスに提供することができる。柔軟性のために、計器情報または監視
データを、２つの方向すなわち、（１）計器を介してＨＮＢへ、その後にブロードバンド
接続を介して請求／監視センタへ、または（２）ＨＮＢから直接に計器へ、その後にデー
タを要求する無線受信器（たとえば、ユーティリティ・サービス計器リーダー）へ無線で
のいずれかで転送することができる。管理サービス／コンポーネントまたは監視サービス
／コンポーネント１１０に関連する追加の特徴、態様、または詳細を、図４および５に関
連して提供する。
【００２７】
　ここで図２に移ると、システム２００には、センサ管理コンポーネント１１２および関
連するセンサ１１６の追加の態様または特徴が示されている。図示されているのは、１１
６Ａ～１１６Ｅの符号を付けられた５つの例のセンサであり、それらのいずれかまたはす
べてを、ワイヤを介してまたは無線でセンサ管理コンポーネント１１２に結合することが
できる。追加の文脈を提供するために、サード・パーティ１２０が電気プロバイダである
、上で導入した例を検討されたい。通常、電気プロバイダは、家屋１０６に、以前に設置
された需給計器２０２を有する。この例において、需給計器は電気計器に関係するが、任
意の適切なリソース計器２０２を使用できることを了解されたい。測定できるリソースの
図２に示されいくつかの追加の例が、天然ガス、プロパン、水、廃棄物（たとえば、下水
またはごみ）またはその処理、電話サービス、ケーブルまたは他のデータ・サービスなど
である。
【００２８】
　従来、電気（または他のリソース）プロバイダは、家屋の所有者に正確に請求するため
に、そのような計器２０２を手作業で読み取るために技師を周期的に急派する。いくつか
の場合に、特により現代的な機器で、需給計器２０２は、技師（適切な受信機器と一緒に
）が信号の範囲内の位置に入る時に読み値を送信できる短距離無線送信機／受信器（すな
わち、トランシーバ）を備える。そのような無線機能は、技師による読みの誤りを軽減し
、計器読取りを単純にすることができ、したがって電気プロバイダのコストを減らすこと
ができるが、技師は、それでも、計器の範囲内にいる必要があり、この範囲は、送信器の
出力レベル、受信器の感度、ならびに他の要因に応じて約１０～２０フィートである。し
たがって、無線送信機を備える計器２０２を用いても、計器読取りは、それでも、リソー
ス・プロバイダにとってかなりの出費を表し、これは、最終的にユーザ１０８の請求での
ユーザ１０８にとってのより高い価格をもたらす。
【００２９】
　開示される主題の１つまたは複数の態様では、図１に関連して議論した状態情報１１４
は、需給計器２０２から少なくとも１つのセンサ（たとえば、センサ１１６Ａまたは１１
６Ｂ）によって入手された読み値に関係するものとすることができ、需給計器２０２は、
家屋１０６に関連するリソースの使用量を追跡する。リソース・プロバイダが、計器２０
２に無線送信機（たとえば、センサ１１６Ａ）を既に備え付けている場合には、その送信
器は、一般に、図示のように計器２０２内に含まれ、計器２０２に動作可能に結合される
。しかし、そうである必要がないことを了解されたい。そうではなく、センサ１１６Ａは
、いくつかの場合に、需給計器２０２とは別々であるが、需給計器２０２に通信的に結合
されるものとすることができる。それにかかわりなく、計器読みデータを含むことができ
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る状態情報１１４を、センサ管理コンポーネント１１２に供給することができ、最終的に
、適当なサード・パーティ・ネットワーク１２０（たとえば、この例では電気プロバイダ
）に戻って転送し、あるいは、本明細書でさらに議論する別の形で利用することができる
。了解できるように、計器読みの誤りを軽減することができ、さらに、家屋１０６でのＨ
ＮＢデバイス１０４の存在に起因して、サード・パーティ１２０は、計器を読み取る技師
を急派する必要が全くなく、これは、かなりの節約になる可能性がある。
【００３０】
　需給計器２０２が無線送信機を備えない場合には、リソース・プロバイダ（たとえば、
サード・パーティ１２０）または管理サービスもしくは監視サービス１１０の一方または
両方が、無線送信器を設置することを望む可能性がある。それに加えてまたはその代わり
に、状態情報１１４をセンサ管理コンポーネント１１２に送信する少なくとも１つのセン
サを、符号１１６Ｂによって示される、カメラなどのイメージング・デバイスとすること
ができる。言い替えると、計器読み値の形の状態情報１１４を、需給計器２０２の少なく
とも一部、たとえば使用量累算器（ｕｓａｇｅ　ａｃｃｕｍｕｌａｔｏｒ）を有する部分
のイメージに基づくものとすることができる。一般に、そのような使用量累算器は、図示
されているように馴染みのある走行距離計の形で存在するが、いくつかの計器２０２が、
ラジアル・アグリゲータ（ｒａｄｉａｌ　ａｇｇｒｅｇａｔｏｒ）、ダイヤル・アグリゲ
ータ（ｄｉａｌ　ａｇｇｒｅｇａｔｏｒ）、または類似物など、他の形でリソース使用量
を追跡することを了解されたい。それにかかわりなく、計器読み値を、センサ１１６Ｂに
よって取り込まれたイメージの形でセンサ管理コンポーネント１１２に配信することがで
きる。そのような配置は、実際の内部計器機構自体への物理的結合またはインターフェー
スの必要をなくすことができる。これは、既存計器に対する潜在的な外乱をすべて除去し
ながら、複数の異なる計器プラットフォーム・タイプにまたがる最終的な柔軟性およびイ
ンターオペラビリティを提供する。
【００３１】
　センサ１１６Ｂは、センサ１１６Ａの設置および／または計器２０２の交換に対する潜
在的により低コストの代替案を表す。さらに、セキュリティを改善し、かつ／または詐欺
または改竄を防ぐために、センサ１１６Ｂを、計器２０２のロックされた領域の内部に配
置することができる。他の場合に、透かしまたは真正証明書（ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ　
ｏｆ　ａｕｔｈｅｎｔｉｃｉｔｙ）（ＣＯＡ）、ＣＯＡの技術で現在既知のまたは今後開
発される他の機構、あるいは視覚的またはイメージ・ベースの証明書を、累算器の近くに
配置することができ、センサ１１６Ｂによって導出されるすべてのイメージが、ある範囲
まで実際の計器２０２からのイメージであることを保証できるようになる。この場合に、
センサ管理コンポーネント１１２に送信される状態情報１１４は、累算器のイメージを含
むことができる。このイメージを、図３（たとえば、通信コンポーネント１０２によって
）および５（たとえば、マスタ管理コンポーネント４０６によって）に関連してさらに説
明するように処理することができる。
【００３２】
　これまでに詳細に説明した特徴は、ユーティリティ管理のさまざまな態様に関係したが
、多数の他の特徴を提供できることを了解されたい。たとえば、センサ１１６によって獲
得される状態情報１１４が、計器データだけに限定される必要はない。そうではなく、状
態情報１１４は、なかんずく、１つまたは複数のセンサ１１６Ｃによってインターフェー
スされる家屋１０６のアラーム・システム２０４の状態、１つまたは複数のセンサ１１６
Ｄによってインターフェースされる（測定されない）リソース消費デバイス２０６の状態
またはアクティビティ・レベル、１つまたは複数のセンサ１１６Ｅによってインターフェ
ースされる家屋１０６の環境条件ベースのデバイス２０８に関連する状態に関係するもの
とすることができる。
【００３３】
　アラーム・システム２０４は、家屋１０６で動作する、既存の機器、既存のインフラス
トラクチャ、またはこれらに関係する実質的にすべての適切なデバイスに関係するものと



(13) JP 5898083 B2 2016.4.6

10

20

30

40

50

することができる。したがって、状態情報１１４は、任意の既存のアラーム・システム２
０４の状態（たとえば、装着されまたはアクティブ化されているかどうか）、ドアまたは
窓の状態（たとえば、開いているのか閉じているのか）、動き検出器、雑音検出器、また
は他の検出器の状態（たとえば、装着されているかどうかまたはトリガされた時）に関係
するものとすることができる。了解できるように、サード・パーティ１２０セキュリティ
会社は、複数の形でコストを削減するために開示される主題を使用することができ、ある
いは、フェムトセル・ネットワーク・プロバイダ１１８は、家屋１０６セキュリティのさ
まざまな態様を管理することができ、これを、図３および５を参照してさらに説明する。
【００３４】
　同様に、リソース消費デバイス２０６は、一般に、炉、空調ユニット、ライト、スプリ
ンクラ、その他など、測定されないデバイスに関係するものとすることができる。したが
って、センサ（１つまたは複数）１１６Ｄによって伝搬される状態情報１１４は、そのよ
うなデバイスの状態（たとえば、アクティブであるかどうか）に関係するものとすること
ができる。さらに、図３および５に関連して詳細に説明するように、そのようなデバイス
２０６を、たとえばフェムトセル・ネットワーク１１８および／または他のネットワーク
・コンポーネントによって、家屋１０６から離れている時にユーザ１０８によって、リモ
ートに監視しまたは管理する（たとえば、アクティブ化しまたは非アクティブ化する）こ
とができる。もう１つの例では、状態情報１１４は、家屋１０６またはその一部でのさま
ざまな環境条件に関係するものとすることができる。たとえば１つまたは複数の部屋の温
度読み値、空気内の二酸化炭素（ＣＯ２）レベル、チャンバ内の水位、その他など、その
ような環境条件を、さまざまなデバイス２０８によって入手することができる。状態情報
１１４の実際のタイプまたは性質にかかわりなく、これらのデータを、符号２０２～２０
８に関連するデバイスまたはユニット内に含まれても含まれなくてもよいセンサ１１６Ａ
～１１６Ｅによって獲得し、センサ管理コンポーネント１１２に戻って送信することがで
き、センサ管理コンポーネント１１２では、そのようなデータは、本明細書で詳細に説明
するように、最終的に解釈され、かつ／または作用され得る。
【００３５】
　ここで図３を参照すると、家屋の管理または監視に関連するさまざまなネットワーク化
されたコンポーネントの間での要求および／または状態情報の伝搬を容易にすることがで
きるシステム３００が提供される。システム３００は、その例が上で詳細に説明された１
つまたは複数のセンサ１１６、ならびに前に開示されたようにセンサ（１つまたは複数）
１１６から状態情報１１４を受信できるセンサ管理コンポーネント１１２を含むことがで
きる。詳細に説明したものに加えて、開示される主題の１つまたは複数の態様では、セン
サ管理コンポーネント１１２は、自動要求３０２によって状態情報１１４を自動的に要求
することができる。センサ管理コンポーネント１１２は、たとえば、たとえばサード・パ
ーティ１２０ユーティリティ・プロバイダに従ってまたはその命令通りに、所定のインタ
ーバルで自動要求３０２を配信することができる。したがって、自動要求３０２を、たと
えばユーザ１０８が関連するサード・パーティ１２０ユーティリティ・プロバイダのサー
ビスを保持する月ごとにその月の最後の日に、またはたとえばユーザ１０８がたとえば家
屋１０６の状況をリモート監視しまたは家屋１０６を管理するためによその町にいる間の
４時間おきに、送信することができる。それに加えてまたはその代わりに、センサ管理コ
ンポーネント１１２は、自動命令３０４として示されている、所定のインターバルで状態
情報１１４を自動的に送信するようにセンサ（１つまたは複数）１１６に指示することが
できる。したがって、センサ１１６からの通信は、請求された通信または請求されない通
信のいずれかとすることができ、したがって、プッシュ技術またはプル技術のいずれかを
対象とすることができる。
【００３６】
　開示される主題の１つまたは複数の態様では、通信コンポーネント１０２は、直接にま
たは間接にのいずれかで、状態情報１１４のリアルタイム要求３０６を受信することがで
きる。リアルタイム要求３０６を、センサ管理コンポーネント１１２に転送することがで
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きる。したがって、センサ管理コンポーネント１１２は、状態情報１１４を即座に送信す
るようにセンサ１１６に指示するのにリアルタイム要求３０６を使用することができる。
適切な状態情報１１４の受信時に、通信コンポーネント１０２は、管理サービスまたは監
視サービス（たとえば、１１０）へまたはフェムトセル・ネットワーク１１８もしくはサ
ード・パーティ１２０に関連する実質的にすべてのアップストリーム・コンポーネントも
しくはプロバイダへの、ＨＮＢデバイス１０４による状態情報１１４の伝搬を容易にする
ことができる。したがって、家屋１０６に存在するセンサ１１６によって入手される情報
に関する要求が、実質的にどこからでも発することができ、実質的にすべての許可された
当事者またはそのエージェントから発することができることを了解されたい。それに応答
して、要求されたデータ（たとえば、状態情報１１４）を、ネットワーク・インフラスト
ラクチャおよびフェムトセル・ネットワークの家屋での存在を活用することによって、位
置にかかわりなく実質的にすべての許可された当事者またはそのエージェントに配信する
ことができる。
【００３７】
　したがって、開示される主題は、たとえば、サード・パーティ１２０ユーティリティ・
プロバイダが、家屋１０６の敷地に技師を展開することなく計器読みデータを要求し、受
信することを可能にすることができる。さらに、サード・パーティ１２０ユーティリティ
・プロバイダは、アカウント情報または類似物などのさまざまな他のデータを要求するこ
ともできる。もう１つの例として、ユーザ１０８は、たとえば、家屋１０６付近での熱波
報告の観察に応答して、家庭から離れている時であっても、ホーム・スプリンクラ・シス
テムに関係する状態情報１１４を要求し、そのシステムが現在インアクティブであること
の表示を受信し、スプリンクラ・システムをアクティブ化する命令を送信することができ
る。そのような通信は、たとえばそれについて問い合わされる現在はインアクティブのス
プリンクラをアクティブ化するなどのために、たとえば埋め込まれたリンクを潜在的に有
するＳＭＳメッセージを使用して、モバイル・デバイスによって達成することができる。
【００３８】
　さらに、開示される主題の１つまたは複数の態様では、システム３００（またはシステ
ム１００）は、さらに、変換コンポーネント３０８を含むことができる。変換コンポーネ
ント３０８は、通信コンポーネント１０２による伝搬または伝播の前に状態情報１１４を
変換することができる。たとえば、変換コンポーネント３０８は、生の状態情報１１４Ａ
（たとえば、１つまたは複数のセンサ１１６によって送信されるデータ）を受信し、生の
状態情報１１４Ａを処理された状態情報１１４Ｂ（たとえば、より便利なまたは他のコン
ポーネントもしくはデバイスによって使用可能なデータ）に変換することができる。一例
として、センサ１１６が需給計器アグリゲータのイメージ（たとえば、生の状態情報１１
４Ａ）を送信する場合を検討されたい。そのようなデータは、通常、イメージ・ベースの
符号化で存在し、この符号化は、データ・フィールドに差し込むために英数字フォーマッ
トのデータを好む可能性があるサード・パーティ１２０ユーティリティ・プロバイダに適
切ではない可能性がある。したがって、変換コンポーネント３０８は、たとえば光学文字
認識（ＯＣＲ）または類似物を使用して、イメージを別の所望のフォーマットに変換する
ことができる。了解できるように、上記は、１つの例を構成するのみであり、他の例を想
像でき、この他の例は、開示される主題に適切であるものとすることができる。たとえば
、物体認識を、状態情報１１４がそこから作られるセンサ１１６の１タイプに潜在的に関
連する、機械学習技法と一緒に使用することができる。
【００３９】
　ここで図４を参照すると、家屋管理サービスまたは家屋監視サービスを容易にするため
にフェムトセル・ネットワークを使用できるシステム４００が示されている。一般に、シ
ステム４００は、ＨＮＢデバイスのセット４０４とインターフェースするように構成され
得るインターフェース・コンポーネント４０２を含むことができる。セット４０４は、実
質的に任意の個数ＮのＨＮＢデバイス４０４１～４０４Ｎならびに本開示全体を通じて一
貫して使用される以前に参照されたＨＮＢデバイス１０４を含むことができる。ＨＮＢデ
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バイスのセット１０４は、１つまたは複数のフェムトセル・ネットワーク・プロバイダ１
１８のユニバーサル移動体通信システム（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅ
ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）（ＵＭＴＳ）地上無線アクセス・ネットワ
ーク（Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）（ＵＴＲ
ＡＮ）のすべてまたは一部を表すことができる。
【００４０】
　インターフェース・コンポーネント４０２は、セット４０４に含まれる特定のＨＮＢデ
バイス（たとえば、ＨＮＢデバイス１０４）から状態情報１１４を受信することができる
。そのような状態情報１１４を、最初に、特定のＨＮＢデバイス１０４の位置に関係する
家屋（たとえば、家屋１０６）で少なくとも１つのセンサ（たとえば、前の図のセンサ１
１６）によって入手でき、上で述べたようにその家屋の状態に関係するものとすることが
できる。
【００４１】
　さらに、システム４００は、状態情報１１４ならびにさまざまな他の適切なデータを、
データ・ストア４０８に、たとえばＨＮＢデバイス１０４またはユーザ１０８などのＨＮ
Ｂデバイス１０４のユーザに関連するアカウント・レコード４１０に格納できるマスタ管
理コンポーネント４０６をも含むことができる。本明細書で使用される時に、データ・ス
トア４０８は、本明細書で説明される、または説明される主題と共に使用するのに他の形
で適する、データ、データ・セット、または情報のすべてまたは諸部分のリポジトリであ
ることが意図されている。データ・ストア４０８は、集中化された、リモートにもしくは
ローカルにのいずれかでキャッシングされる、または潜在的に複数のデバイスおよび／も
しくはスキーマにまたがって分散されたものとすることができる。さらに、データ・スト
ア４０８を、揮発性もしくは不揮発性、シーケンシャル・アクセス、構造化アクセス、ま
たはランダム・アクセスなどを含むがこれに限定されない実質的にすべてのタイプのメモ
リとして実施することができる。データ・ストア４０８のすべてまたは諸部分を、システ
ム４００または１００に含めることができ、あるいは、部分的にまたは完全にシステム４
００（またはシステム１００）からリモートに存在できることを理解されたい。
【００４２】
　それにかかわりなく、アカウント・レコード４１０および／またはデータ・ストア４０
８は、状態情報１１４ならびに請求情報、ユーザ１０８とサード・パーティ１２０との間
の関連、ヒストリ、プロファイル、設定、プリファレンスなどを格納することができる。
したがって、マスタ管理コンポーネント４０６は、本明細書でさらに説明するように、家
屋管理サービスまたは家屋監視サービスを提供するのに状態情報１１４（またはアカウン
ト・レコード４１０もしくはデータ・ストア４０８内に含まれる他のデータ）を使用する
ことができる。システム４００が、管理サービスまたは監視サービス（たとえば、１１０
）のすべてまたは一部を構成することができ、前に述べたように、ＨＮＢデバイスのセッ
ト４０４からアップストリーム、たとえば、フェムトセル・ネットワーク・プラットフォ
ーム１１８コンポーネントまたは無線通信システムのマクロ・ネットワークもしくはコア
・ネットワークのコンポーネント内に存在することができることを了解されたい。したが
って、システム４００または関係するコンポーネントを、さまざまなサード・パーティ・
ネットワーク１２０にたやすくインターフェースすることができ、これを、図５に関連し
てさらに詳細に説明する。
【００４３】
　ここで図５を参照すると、家屋管理サービスもしくは家屋監視サービスまたはそのコン
ポーネントを容易にするためのフェムトセル・ネットワークの接続利用に関する追加の特
徴、態様、または詳細を提供するシステム５００が示されている。したがって、システム
５００は、図１に関連して議論した管理サービス・コンポーネントまたは監視サービス・
コンポーネント１１０を表すことができる。より詳細には、システム５００は、状態情報
１１４を受信できるインターフェース・コンポーネント４０２と、図４に関して上で実質
的に説明したように家屋管理サービスまたは家屋監視サービスを提供するのに状態情報１



(16) JP 5898083 B2 2016.4.6

10

20

30

40

50

１４を使用できるマスタ管理コンポーネント４０６とを含むことができる。
【００４４】
　さらに、システム５００（または管理サービス・コンポーネントもしくは監視サービス
・コンポーネント１１０）は、さらに、少なくとも１つのサード・パーティ１２０ネット
ワークにインターフェースできるサービス・コンポーネント５０２を含むことができる。
少なくとも１つのサード・パーティ１２０ネットワークは、前に注記したように、ユーテ
ィリティ・プロバイダ（たとえば、ガスまたは電気）、セキュリティ・プロバイダ（たと
えば、ホーム・アラーム・サービス）、緊急サービス・プロバイダ（たとえば、火災また
は警察）、または他のサード・パーティ１２０のうちの少なくとも１つに関係するものと
することができる。
【００４５】
　開示される主題の１つまたは複数の態様では、サービス・コンポーネント５０２は、関
連するネットワークがデータ・ストア４０８内に格納されたデータ（たとえば、ユーザ１
０８に関係するアカウント情報または以前に入手された状態情報１１４）にアクセスでき
るように、または１つもしくは複数のセンサ１１６にリアルタイム読み値を要求するため
に、サード・パーティ１２０にセキュア・ログインを提供することができる。同様に、マ
スタ管理コンポーネント４０６は、ユーザ１０８がたとえば特定のＨＮＢデバイス１０４
（たとえば、ＳＭＳ）を介してまたはウェブベースのログインもしくはインターフェース
を介してさまざまなトランザクションを行うことを可能にすることができるさまざまなイ
ンターフェースを提供することができる。たとえば、ユーザ１０８は、データ・ストア４
０８に含まれるアカウント・レコード４１０または他のデータにアクセスし、１つまたは
複数の事前定義のしきい値５１２をセットし、家屋１０６の現在の状態を調べ、家屋１０
６の現在の状態を更新し、または類似物を行うことができる。したがって、ユーザ１０８
は、リアルタイム要求３０６などの要求（たとえば、家屋１０６の特定の部屋の温度がど
れほどであるのか、ドアまたは窓のいずれかが過去４８時間に開かれたか…）の送信を容
易にし、リアルタイム命令５１０などの命令（たとえば、炉のサーモスタットを１０°下
げる、スプリンクラをアクティブ化する…）を供給し、または状態情報１１４もしくは他
の情報５０４（たとえば、下で詳細に説明する通知）を受信することができる。フェムト
セル・ネットワークの固有の機能を考慮すると、上で述べた特徴ならびに他の適切な特徴
のいずれかまたはすべてを、ＨＮＢデバイス１０４との直接通信によって、インターネッ
ト５０６もしくは別のネットワークを介して、またはマクロ・ネットワーク５０８を介し
て達成することができる。
【００４６】
　さらに、マスタ管理コンポーネント４０６は、１つまたは複数の態様で、状態情報１１
４と事前定義のしきい値５１２との間の比較５１４を作ることができる。たとえば、しき
い値５１２は、家屋１０６のセンサ１１６の値または読み値に関係するものとすることが
できる。したがって、ユーザ１０８は、たとえば特定の部屋の温度の、しきい値をセット
することができる。サーモスタット・センサ１１６がしきい値５１２を超える読み値を登
録する時に、それを比較５１４によって判定することができる。さらに、そのような判定
は、家屋１０６だけに閉じ込められるのではなく、本明細書で詳細に説明するように、追
加のアクション、応答、または特徴のためにフェムトセル・ネットワーク１１８プラット
フォームを活用することができる。
【００４７】
　たとえば、比較５１４に基づいて、マスタ管理コンポーネント４０６は、通知に加えて
、さまざまな他のデータを同様の形で含めるか送信することができるので、他の情報５０
４によって表される通知の送信を容易にすることができる。通知を、少なくとも１つのサ
ード・パーティ１２０、他のユーザ１０８、または関連する状態情報１１４を引き起こし
た家屋１０６に関連する特定のＨＮＢデバイス１０４を有する別の当事者に送信すること
ができる。マスタ管理コンポーネント４０６が、図３の変換コンポーネント３０８に関連
して実質的に詳細に説明したように、処理された状態情報１１４Ｂへの生の状態情報１１
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４Ａの処理を扱いまたは容易にすることもできることをさらに了解されたい。したがって
、状態情報１１４に含まれるデータのそのような処理または変換は、家屋１０６でオンサ
イトでまたはアップストリームの集中化された位置でオフサイトでのいずれかで発生する
ことができる。
【００４８】
　さらに、上で紹介したように、通知（または実質的にすべての他の情報５０４）は、Ｓ
ＭＳとしてフォーマットされ得、たとえばしきい値５１２を調整し、しきい値５１２を超
える時のアクションを定義し、しきい値５１２を超える時に行うべき事前定義のアクショ
ンを受け入れるか同意し、または請求支払通知に同意するなどのための便利な手段を提供
するために、ユニフォーム・リソース・ロケータ（ｕｎｉｆｏｒｍ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
ｌｏｃａｔｏｒ）（ＵＲＬ）、ユニフォーム・リソース識別子（ｕｎｉｆｏｒｍ　ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）（ＵＲＩ）、または実質的にすべての適切な参照も
しくはリンクを含むことができる。それに加えてまたはその代わりに、リンクは、送り状
、ヒストリ、レシートもしくは確認、または実質的にすべての適切な情報のビューを呼び
出すことができる。
【００４９】
　ここで図６に移ると、さまざまな判定または推論を実行しまたは助けることができるシ
ステム６００が示されている。一般に、システム６００は、実質的に本明細書で説明され
た変換コンポーネント３０８およびマスタ管理コンポーネント４０６を含むことができる
。説明したものに加えて、上で述べたコンポーネントは、知的な判定または推論を行うこ
とができる。たとえば、ベイズ確率または信頼測度（ｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅ　ｍｅａｓｕ
ｒｅ）を使用することができ、あるいは、推論を、ヒストリカル分析、フィードバック、
および／または以前の判定もしくは推論に関係する機械学習技法に基づくものとすること
ができる。
【００５０】
　たとえば、変換コンポーネント１０８またはマスタ管理コンポーネント４０６は、ＯＣ
Ｒまたは物体認識などの認識技法に基づいて出力を知的に判定しまたは推論することがで
きる。さらに、マスタ管理コンポーネント４０６は、たとえば比較５１４またはしきい値
５１２に基づいて行うべき適切なアクションを、または通知を提供すべき時ならびにこれ
らの通知に含めるべきデータのタイプを、知的に判定しまたは推論することができる。少
数の例を述べると、上記を、ヒストリカル分析、データを収集するセンサ１１６のタイプ
に基づくものとすることができる。
【００５１】
　さらに、システム６００は、さまざまな推論または判定を提供しまたは助けることがで
きるインテリジェンス・コンポーネント６０２、具体的には、たとえば変換コンポーネン
ト３０８またはマスタ管理コンポーネント４０６のすべてまたは部分によって提供される
知的な判定または推論に関して上で説明したものに従ってまたはこれに加えて、本明細書
で説明されるさまざまなコンポーネントを含むこともできる。それに加えてまたはその代
わりに、インテリジェンス・コンポーネント６０２のすべてまたは諸部分を、本明細書で
説明される１つまたは複数のコンポーネントに含めることができる。したがって、インテ
リジェンス・コンポーネント６０２は、全体的にまたは部分的に、家屋１０６またはアッ
プストリームで集中化されたネットワーク位置のいずれかに存在することができる。さら
に、インテリジェンス・コンポーネント６０２は、通常、データ・ストア４０８など、本
明細書で説明されるデータ・セットのすべてまたは諸部分へのアクセスを有する。
【００５２】
　したがって、本明細書で説明される多数の推論を提供しまたはこれを助けるために、イ
ンテリジェンス・コンポーネント６０２は、使用可能なデータの全体またはサブセットを
調べることができ、イベントおよび／またはデータを介して取り込まれた観察のセットか
らシステム、環境、および／またはユーザの状態に関する推理を提供しまたはこれを推論
することができる。推論は、特定の文脈またはアクションを識別するのに使用することが
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でき、あるいは、たとえば状態にわたる確率分布を生成することができる。推論を、確率
的すなわち、データおよびイベントの考慮に基づく関心を持たれている状態にまたがる確
率分布の計算とすることができる。推論は、イベントおよび／またはデータのセットから
より高いレベルのイベントを構成するために使用される技法を指すこともできる。
【００５３】
　そのような推論は、イベントが近い時間的近接で相関しようとしまいと、イベントおよ
びデータが１つまたは複数のイベント・ソースおよびデータ・ソースに由来するかどうか
にかかわりなく、観察されたイベントおよび／または格納されたイベント・データのセッ
トからの新しいイベントまたはアクションの構成をもたらすことができる。さまざまな分
類（明示的におよび／または暗黙のうちにトレーニングされる）の方式および／またはシ
ステム（たとえば、サポート・ベクトル・マシン、ニューラル・ネットワーク、エキスパ
ート・システム、ベイジアン・ネットワーク（Ｂａｙｅｓｉａｎ　ｂｅｌｉｅｆ　ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）、ファジイ論理、データ・フュージョン・エンジン…）を、開示される主題に
関連する自動アクションおよび／または推論されたアクションの実行に関連して使用する
ことができる。
【００５４】
　分類子（Ｃｌａｓｓｉｆｉｅｒ）を、入力ベクトルｘ＝（ｘ１，ｘ２，ｘ３，ｘ４，ｘ
ｎ）をその入力ベクトルがあるクラスに属することの信頼度に写像する関数すなわちｆ（
ｘ）＝ｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅ（ｃｌａｓｓ）とすることができる。そのような分類は、ユ
ーザが自動的に実行されることを望むアクションを予知しまたは推論するために確率ベー
スの分析および／または統計ベースの分析（たとえば、分析ユーティリティおよびコスト
へのファクタリング）を使用することができる。サポート・ベクトル・マシン（ＳＶＭ）
は、使用できる分類子の例である。ＳＶＭは、可能な入力の空間内で超曲面を見つけるこ
とによって動作し、ここで、超曲面は、トリガする判断基準をトリガしないイベントから
分離することを試みる。直観的に、これは、トレーニング・データに近いが同一ではない
データのテストについて分類を正しいものにする。他の指示あり（ｄｉｒｅｃｔｅｄ）ま
たは指示なし（ｕｎｄｉｒｅｃｔｅｄ）のモデル分類手法としては、たとえば、ナイーブ
・ベイズ、ベイジアン・ネットワーク（Ｂａｙｅｓｉａｎ　ｎｅｔｗｏｒｋ）、決定木、
ニューラル・ネットワーク、ファジイ論理モデルを含み、独立性の異なるパターンを提供
する確率分類モデルを使用することができる。本明細書で使用される分類は、優先順位の
モデルを開発するのに利用される統計回帰をも含む。
【００５５】
　図７、８、および９に、開示される主題によるさまざまな方法論を示す。説明の単純化
のために、方法論は、一連の行為として図示され、説明されるが、一部の行為が、異なる
順序でおよび／または図示され本明細書で説明される他の行為と同時に発生し得るので、
開示される主題が、行為の順序によって限定されないことを理解し、了解されたい。たと
えば、当業者は、方法論を、その代わりに状態図などの一連の相互に関係する状態または
イベントとして表すことができることを理解し、了解するであろう。さらに、図示された
行為のすべてが、開示される主題による方法論を実施するのに必要とは限らない。さらに
、この後および本明細書全体を通じて開示される方法論が、そのような方法論をコンピュ
ータに搬送し、転送するのを容易にするために製造品に格納され得ることを、さらに了解
されたい。用語製造品は、本明細書で使用される時に、任意のコンピュータ可読デバイス
、担体、または媒体からアクセス可能なコンピュータ・プログラムを包含することが意図
されている。
【００５６】
　ここで図７に移ると、家屋の管理または監視を容易にするためにフェムトセル・ネット
ワーク・インフラストラクチャを活用する例示的な方法７００が示されている。一般に、
符号７０２では、管理サービスまたは監視サービスのユーザに関連する家屋で動作するｈ
ｏｍｅ　ｎｏｄｅＢ（ＨＮＢ）モジュールにインターフェースすることができる。したが
って、特定のフェムトセル・ネットワークのユーザまたは加入者は、その特定のフェムト
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セル・ネットワークと管理サービスまたは監視サービスとの両方が同一のエンティティに
よって提供されるか否かにかかわりなく、管理サービスまたは監視サービスにも加入する
ことができる。
【００５７】
　同様に、符号７０４では、家屋にあるかそれに近接する少なくとも１つのセンサにイン
ターフェースすることができる。少なくとも１つのセンサを、家屋に関連する特性を識別
するように、あるいは、家屋にまたはそれに近接して配置された機器、コンポーネント、
またはデバイスのために、構成することができる。したがって、符号７０６では、少なく
とも１つのセンサから状態情報を受信することができる。状態情報は、たとえば、少なく
とも１つのセンサによって識別された、家屋の状態またはその家屋の関連する機器、コン
ポーネント、またはデバイスの状態を記述することができる。了解できるように、少なく
とも１つのセンサを、そのような機器、コンポーネント、またはデバイスに含めることが
できる。
【００５８】
　ここで図８を参照すると、家屋の管理または監視を容易にすることに関連する状態情報
を獲得し、かつ／または利用する例示的な方法８００が提供される。符号８０２では、少
なくとも１つのセンサを需給計器にインターフェースしまたは結合することができ、需給
計器は、特定のリソースの消費を測定することに関係するものとすることができる。たと
えば、需給計器は、電気、ガス、水、廃棄物（またはその処理）、電話、インターネット
、ケーブル、またはデータ・ポートの使用量を測定することができる。
【００５９】
　符号８０４では、需給計器の構成に基づいて、図７の符号７０６に関連して受信した少
なくとも１つのセンサからの状態情報、たとえば需給計器内に含まれる累算器またはアグ
リゲータからのリソース使用量の読み値を受信することができる。それに加えてまたはそ
の代わりに、状態情報を、需給計器のすべてまたは一部の光学画像に基づくものとするこ
とができる。したがって、少なくとも１つのセンサを、需給計器によって表示された適当
な情報を取り込むように構成された、カメラまたは別のイメージング・デバイスとするこ
とができる。
【００６０】
　次に説明すべきことに、符号８０６で、アラーム・システム、測定されないリソース消
費デバイス、環境条件モニタもしくは環境条件デバイス、または類似物の構成に基づいて
、少なくとも１つのセンサから状態情報を受信することができる。状態情報を、有線イン
フラストラクチャを介してまたは無線プロトコルに従って受信できることを了解されたい
。後者によれば、符号８０８で、無線の形で少なくとも１つのセンサから状態情報を受信
することができる。
【００６１】
　受信のタイプまたは形にかかわりなく、符号８１０では、所定のインターバルでまたは
スケジュールに基づいて、少なくとも１つのセンサに状態情報を自動的に要求することが
できる。それに加えてまたはその代わりに、符号８１２で、さまざまなセンサに、同一の
または類似するスケジュールまたは事前定義のインターバルに従って周期的に状態情報を
自動的に送信するように命令することができる。したがって、センサを、リアルタイムで
ポーリングすることができ、あるいは、センサに、ローカルに維持されるスケジュールま
たはインターバルに従って状態情報をプッシュするように命令することができる。したが
って、符号８１４では、１つまたは複数のセンサから取り出された後に、状態情報を、Ｈ
ＮＢモジュールによってフェムトセル・ネットワーク・プロバイダおよび／または管理サ
ービス・プロバイダもしくは監視サービス・プロバイダに関連する中央サーバにアップス
トリームに送信することができる。
【００６２】
　ここで短く図９に移ると、家屋の管理または監視を容易にするためのフェムトセル・ネ
ットワーク・インフラストラクチャの活用に関連するさまざまな追加の特徴または態様を
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提供する例示的な方法９００が示されている。たとえば、符号９０２では、たとえばフェ
ムトセル・ネットワークに通信的に結合されたサード・パーティ・ネットワークから、状
態情報に関するリアルタイム要求を受信することができる。もう１つの例として、状態情
報に関するリアルタイム要求を、家屋の所有者または家屋でのＨＮＢモジュールの設置を
許可したフェムトセル・ネットワークの加入者などの許可されたアカウント・ユーザから
受信することができる。
【００６３】
　符号９０４では、リアルタイム要求に応答してサード・パーティ・ネットワーク（また
は許可されたアカウント・ユーザ）に状態情報を提供することができる。それに加えてま
たはその代わりに、符号９０６で、状態情報を、フェムトセル・ネットワークに含まれか
つ／またはフェムトセル・ネットワークによって維持されるデータ・ストアに格納するこ
とができる。具体的には、状態情報を、ユーザに関連するアカウントを参照する形で格納
することができる。
【００６４】
　さらに、符号９０８では、状態情報が事前定義の状態と一致する時に、サード・パーテ
ィ・ネットワークまたはユーザに通知を送信することができる。たとえば、状態データは
、家屋での火事または侵入を示し、通知は、地方当局または救助局（たとえば、サード・
パーティ・ネットワーク）に自動的に配信され得る。同様に、同一のまたは同様の情報を
、潜在的にＳＭＳまたは類似物を介して、ユーザにも提供することができる。了解できる
ように、通知は、必ずしも緊急状況に関係する必要がない。そうではなく、通知は、たと
えば、建物のデバイスがアクティブまたはインアクティブであることを識別し、それ相応
にユーザに通知することができ、あるいは、サード・パーティ廃棄物除去サービスにとっ
て重要である可能性がある、汚物容器が容量に近付きつつあることを識別することができ
る。
【００６５】
　さらに、サード・パーティならびにユーザがさまざまな情報を送りまたは受信できるよ
うに、さまざまなインターフェースを設けることができる。たとえば、符号９１０では、
サード・パーティ・ネットワーク用のインターフェースを設けて、アカウント・データま
たは家屋の関連するセンサに関連するセキュア・アクセスを可能にすることができる。た
とえば、サード・パーティによって維持される需給計器に含まれるかこれに結合されるセ
ンサである。同様に、符号９１２では、ユーザがアカウントを管理することを可能にする
ためにインターフェースを設けることができる。この後者のインターフェースを、モバイ
ル通信デバイスで一般的なディスプレイなどの小フォーム・ファクタ・ディスプレイに関
連するＳＭＳ伝搬のためにフォーマットしまたは簡素化することができる。
【００６６】
　本明細書のさまざまな態様のさらなる文脈を提供するために、図１０に、本明細書で説
明される諸態様によるフェムトセル企業ネットワークの動作を可能にすることができる関
連するコンポーネントと共に例の無線通信環境１０００を示す。無線通信環境１０００は
、２つの無線ネットワーク・プラットフォームを含む。（ｉ）マクロ無線アクセス・ネッ
トワーク（ＲＡＮ）１０７０を介するユーザ機器１０７５との通信をサービスするかこれ
を容易にするマクロ・ネットワーク・プラットフォーム１０１０。セルラ無線技術（たと
えば、４Ｇ、３ＧＰＰ　ＵＭＴＳ、ＨＳＰＡ、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、３ＧＰＰ　ＵＭＢ）で
は、マクロ・ネットワーク・プラットフォーム１０１０が、コア・ネットワーク内で実施
されることを了解されたい。（ｉｉ）バックホール・パイプ（１つまたは複数）１０８５
を介し、ルーティング・プラットフォーム１０２を介してフェムト・ネットワーク・プラ
ットフォーム１０８０にリンクされたフェムトＲＡＮ１０９０を介してＵＥ１０７５との
通信を提供できるフェムト・ネットワーク・プラットフォーム１０８０。ここで、バック
ホール・パイプ（１つまたは複数）は、下のバックオール・リンク３８５３と実質的に同
一である。フェムト・ネットワーク・プラットフォーム１０８０は、通常、ＵＥ１０７５
がフェムトＲＡＮにアタッチした（たとえば、マクロからフェムトへのハンドオーバを介
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してまたはアイドル・モードでのチャネル・リソースのスキャンを介して）後に、ＵＥ１
０７５をマクロ・ネットワークからオフロードすることを了解されたい。
【００６７】
　ＲＡＮが、基地局（１つまたは複数）またはアクセス・ポイント（１つまたは複数）と
、基地局（１つまたは複数）に関連して運営される無線ラジオ・リンクに加えて、基地局
またはアクセス・ポイントに関連する電子回路網および展開サイト（１つまたは複数）と
を含むことに留意されたい。したがって、マクロＲＡＮ１０７０は、セル１２０５などの
さまざまなカバレージ・セルを含むことができ、フェムトＲＡＮ１０９０は、複数のフェ
ムト・アクセス・ポイントを含むことができる。上で述べたように、フェムトＲＡＮ１０
９０内の展開密度が、マクロＲＡＮ１０７０内より実質的に高いことを了解されたい。
【００６８】
　一般に、マクロ・ネットワーク・プラットフォーム１０１０とフェムト・ネットワーク
・プラットフォーム１０８０との両方が、パケット交換（ＰＳ）トラフィック（たとえば
、インターネット・プロトコル（ＩＰ）、フレーム・リレー、非同期転送モード（ＡＴＭ
））と回線交換（ＣＳ）トラフィック（たとえば、音声およびデータ）との両方を容易に
し、ネットワーク化された無線通信に関する生成を制御するコンポーネント、たとえば、
ノード、ゲートウェイ、インターフェース、サーバ、またはプラットフォームを含む。本
革新の一態様では、マクロ・ネットワーク・プラットフォーム１０１０は、ＣＳゲートウ
ェイ・ノード（１つまたは複数）１０１２を含み、ＣＳゲートウェイ・ノード１０１２は
、電話網（１つまたは複数）１０４０（たとえば、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）または公
衆陸上移動網（ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）（ＰＬＭＮ）
）またはＳＳ７ネットワーク１０６０などのレガシ・ネットワークから受信されるＣＳト
ラフィックをインターフェースすることができる。回線交換ゲートウェイ１０１２は、そ
のようなネットワークから生じるトラフィック（たとえば、音声）を許可し、認証するこ
とができる。さらに、ＣＳゲートウェイ１０１２は、ＳＳ７ネットワーク１０６０を介し
て生成されるモビリティ・データまたはローミング・データ、たとえば、メモリ１０３０
内に常駐できるＶＬＲ内に格納されたモビリティ・データにアクセスすることができる。
さらに、ＣＳゲートウェイ・ノード（１つまたは複数）１０１２は、ＣＳベースのトラフ
ィック、ＣＳベースのシグナリング、およびゲートウェイ・ノード（１つまたは複数）１
０１８をインターフェースする。一例として、３ＧＰＰ　ＵＭＴＳネットワークでは、ゲ
ートウェイ・ノード（１つまたは複数）１０１８を、ゲートウェイＧＰＲＳサポート・ノ
ード（ｇａｔｅｗａｙ　ＧＰＲＳ　ｓｕｐｐｏｒｔ　ｎｏｄｅ）（ＧＧＳＮ）（１つまた
は複数）内で実施することができる。
【００６９】
　ＣＳ交換トラフィックおよびＣＳ交換シグナリングの受信および処理に加えて、ゲート
ウェイ・ノード（１つまたは複数）１０１８は、サービスされる（たとえば、マクロＲＡ
Ｎを介して）無線デバイスとのＰＳベースのデータ・セッションを許可し、認証すること
ができる。データ・セッションは、広域ネットワーク（ＷＡＮ）（１つまたは複数）１０
５０などのマクロ・ネットワーク・プラットフォーム１０１０の外部のネットワークとの
トラフィック交換を含むことができるが、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）（
１つまたは複数）を、ゲートウェイ・ノード（１つまたは複数）１０１８を介してマクロ
・ネットワーク・プラットフォーム１０１０にインターフェースすることもできることを
了解されたい。ゲートウェイ・ノード（１つまたは複数）１０１８は、データ・セッショ
ンが確立される時にパケット・データ・コンテキストを生成する。そのために、一態様で
は、ゲートウェイ・ノード（１つまたは複数）１０１８は、Ｗｉ－Ｆｉネットワークなど
の別個の無線ネットワーク（１つまたは複数）とのパケット化された通信を容易にするこ
とができるトンネル・インターフェース（たとえば、３ＧＰＰ　ＵＭＴＳネットワーク（
１つまたは複数）内のトンネル終端ゲートウェイ（ｔｕｎｎｅｌ　ｔｅｒｍｉｎａｔｉｏ
ｎ　ｇａｔｅｗａｙ）（ＴＴＧ）、図示せず）を含むことができる。さらに、パケット化
された通信が、サーバ（１つまたは複数）１０１４を介して生成できる複数のフローを含
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むことができることを了解されたい。３ＧＰＰ　ＵＭＴＳネットワーク（１つまたは複数
）内で、ゲートウェイ・ノード（１つまたは複数）１０１８（たとえば、ＧＧＳＮ）およ
びトンネル・インターフェース（たとえば、ＴＴＧ）が、パケット・データ・ゲートウェ
イ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｇａｔｅｗａｙ）（ＰＤＧ）を含むことに留意されたい。
【００７０】
　マクロ・ネットワーク・プラットフォーム１０１０は、ゲートウェイ・ノード（１つま
たは複数）１０１８を介して受信された情報またはデータ・ストリームのさまざまなパケ
ット化されたフローを伝えるサービング・ノード（１つまたは複数）１０１６をも含む。
一例として、３ＧＰＰ　ＵＭＴＳネットワークでは、サービング・ノード（１つまたは複
数）を、サービングＧＰＲＳサポート・ノード（ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　ｓｕｐｐｏ
ｒｔ　ｎｏｄｅ）（ＳＧＳＮ）（１つまたは複数）内で実施することができる。
【００７１】
　上で示したように、マクロ・ネットワーク・プラットフォーム１０１０内のサーバ（１
つまたは複数）１０１４は、複数の別個のパケット化されたデータ・ストリームまたはフ
ローを生成し、そのようなフローを管理する（たとえば、スケジューリングし、キューイ
ングし、フォーマットし…）多数のアプリケーション（たとえば、ロケーション・サービ
ス、オンライン・ゲーミング、無線バンキング、無線デバイス管理…）を実行することが
できる。そのようなアプリケーション（１つまたは複数）は、たとえば、マクロ・ネット
ワーク・プラットフォーム１０１０によって提供される標準サービスにアドオン特徴を含
めることができる。データ・ストリームを、データ・セッションの許可／認証および初期
化のためにゲートウェイ・ノード（１つまたは複数）１０１８へ、およびその後の通信の
ためにサービング・ノード（１つまたは複数）１０１６へ伝えることができる。サーバ（
１つまたは複数）１０１４は、ＣＳゲートウェイ・ノード（１つまたは複数）１０１２お
よびゲートウェイ・ノード（１つまたは複数）１０１８が行うことのできる許可手順およ
び認証手順に加えて、ネットワークの動作およびデータの完全性を保証するために、マク
ロ・ネットワーク・プラットフォーム１０１０のセキュリティを実施する（たとえば、１
つまたは複数のファイヤウォールを実施する）こともできる。さらに、サーバ（１つまた
は複数）１０１４は、外部ネットワーク（１つまたは複数）、たとえばＷＡＮ１０５０ま
たは全地球測位システム（ＧＰＳ）ネットワーク（１つまたは複数）（図示せず）からの
サービスをプロビジョニングすることができる。サーバ（１つまたは複数）１０１４が、
マクロ・ネットワーク・プラットフォーム１０１０の機能性を少なくとも部分的に与える
ように構成された１つまたは複数のプロセッサを含むことができることに留意されたい。
そのために、１つまたは複数のプロセッサは、たとえばメモリ１０３０に格納されたコー
ド命令を実行することができる。
【００７２】
　例の無線環境１０００では、メモリ１０３０は、マクロ・ネットワーク・プラットフォ
ーム１０１０の動作に関係する情報を格納する。情報は、加入者に関連するビジネス・デ
ータ、販売促進キャンペーンおよびビジネス・パートナーシップなどの市場計画および市
場戦略、マクロ・ネットワーク・プラットフォームを介してサービスされるモバイル・デ
バイスの動作データ、サービス・ポリシおよびプライバシ・ポリシ、法施行のためのエン
ドユーザ・サービス・ログなどを含むことができる。メモリ１０３０は、電話網（１つま
たは複数）１０４０、ＷＡＮ（１つまたは複数）１０５０、ＳＳ７ネットワーク１０６０
、企業ＮＷ（１つまたは複数）１０６５、またはサービスＮＷ（１つまたは複数）１０６
７のうちの少なくとも１つからの情報を格納することもできる。
【００７３】
　フェムト・ゲートウェイ・ノード（１つまたは複数）１０８４は、ＰＳゲートウェイ・
ノード（１つまたは複数）１０１８と実質的に同一の機能性を有する。さらに、フェムト
・ゲートウェイ・ノード（１つまたは複数）１０８４は、サービング・ノード（１つまた
は複数）１０１６の実質的にすべての機能性をも含むことができる。一態様では、フェム
ト・ゲートウェイ・ノード（１つまたは複数）１０８４は、ハンドオーバ解決、たとえば
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割当および実行を容易にする。さらに、制御ノード（１つまたは複数）１０２０は、ハン
ドオーバ要求を受信し、これらをゲートウェイ・ノード（１つまたは複数）１０８４を介
してハンドオーバ・コンポーネント（図示せず）に中継することができる。一態様によれ
ば、制御ノード（１つまたは複数）１０２０は、ＲＮＣ機能をサポートすることができる
。
【００７４】
　サーバ（１つまたは複数）１０８２は、サーバ（１つまたは複数）１０１４に関連して
説明したものと実質的に同一の機能性を有する。一態様では、サーバ（１つまたは複数）
１０８２は、フェムトＲＡＮ１０９０を介してサービスされる無線デバイスにサービス（
たとえば、音声およびデータ）を提供する複数のアプリケーション（１つまたは複数）を
実行することができる。サーバ（１つまたは複数）１０８２は、フェムト・ネットワーク
・プラットフォームにセキュリティ特徴を提供することもできる。さらに、サーバ（１つ
または複数）１０８２は、マクロ・ネットワーク・プラットフォーム１０１０から受信す
るデータに加えて、それが生成する実質的にすべてのパケット化されたフロー（たとえば
、ＩＰベースの、フレーム・リレー・ベースの、ＡＴＭベースの）を管理する（たとえば
、スケジューリングし、キューイングし、フォーマットし…）ことができる。サーバ（１
つまたは複数）１０８２が、マクロ・ネットワーク・プラットフォーム１０１０の機能性
を少なくとも部分的に与えるように構成された１つまたは複数のプロセッサを含むことが
できることに留意されたい。そのために、１つまたは複数のプロセッサは、たとえばメモ
リ１０８６に格納されたコード命令を実行することができる。
【００７５】
　メモリ１０８６は、フェムト・ネットワーク・プラットフォーム１０８０のさまざまな
コンポーネントの動作に関連する情報を含むことができる。たとえば、メモリ１０８６内
に格納できる動作情報は、加入者情報、契約されたサービス、保守記録およびサービス記
録、フェムトセル構成（たとえば、フェムトＲＡＮ１０９０を介してサービスされるデバ
イス、アクセス制御リスト、またはホワイト・リスト）、サービス・ポリシおよびサービ
ス仕様、プライバシ・ポリシ、アドオン特徴などを含むことができるが、これに限定はさ
れない。
【００７６】
　フェムト・ネットワーク・プラットフォーム１０８０およびマクロ・ネットワーク・プ
ラットフォーム１０１０を、１つまたは複数の基準リンクまたは基準インターフェースを
介して機能的に接続できることに留意されたい。さらに、フェムト・ネットワーク・プラ
ットフォーム１０８０を、外部ネットワーク（１つまたは複数）１０４０、１０５０、１
０６０、１０６５、または１０６７のうちの１つまたは複数に直接に機能的に結合するこ
とができる（図示せず）。基準リンク（１つまたは複数）または基準インターフェース（
１つまたは複数）は、ゲートウェイ・ノード（１つまたは複数）１０８４またはサーバ（
１つまたは複数）１０８６のうちの少なくとも１つを１つまたは複数の外部ネットワーク
１０４０、１０５０、１０６０、１０６５、または１０６７に機能的にリンクすることが
できる。
【００７７】
　図１１に、本明細書で説明される諸態様による無線カバレージのためのマクロ・セルお
よびフェムトセルを含む無線環境を示す。無線環境１１５０では、２つの区域１１０５が
、「マクロ」セル・カバレージを表し、各マクロ・セルは、基地局１１１０によってサー
ビスされる。マクロ・セル・カバレージ・エリア１１０５および基地局１１１０が、たと
えばシステム１１００に関して本明細書でより十分に説明するように、機能性を含むこと
ができることを了解されたい。マクロ・カバレージは、一般に、屋外位置のＵＥ１１２０

Ａ、１１２０Ｂなどのモバイル無線デバイスにサービスすることが意図されている。無線
ワイヤレス（ｏｖｅｒ－ｔｈｅ－ａｉｒ　ｗｉｒｅｌｅｓｓ）リンク１１５は、そのよう
なカバレージを提供し、無線リンク１２１５は、ダウンリンク（ＤＬ）およびアップリン
ク（ＵＬ）を含み、ラジオ周波数（ＲＦ）スペクトルの、免許を交付されたまたは免許不
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要の所定の帯域を利用する。例として、ＵＥ１１２０Ａ、１１２０Ｂを、３ＧＰＰユニバ
ーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）携帯電話機とすることができる。基地局のセット
、その関連するエレクトロニクス、回路網、またはコンポーネント、基地局制御コンポー
ネント（１つまたは複数）、および基地局のセット内でそれぞれの基地局に従って運営さ
れる無線リンクが、無線アクセス・ネットワーク（ＲＡＮ）を形成することに留意された
い。さらに、基地局１１１０は、バックホール・リンク（１つまたは複数）１１５１を介
してマクロ・ネットワーク・プラットフォーム１１６０と通信し、マクロ・ネットワーク
・プラットフォーム１１６０は、セルラ無線技術（たとえば、第３世代パートナーシップ
・プロジェクト（３ＧＰＰ）ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）、汎欧州移動
体通信システム（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎ）（ＧＳＭ））ではコア・ネットワークを表す。
【００７８】
　一態様では、マクロ・ネットワーク・プラットフォーム１１６０は、それぞれのセルま
たはそのようなセル内の複数のセクタのいずれかにサービスする基地局１１１０のセット
を制御する。基地局１１１０は、１つまたは複数の無線技術での動作のための無線機器１
１１４と、マクロ・セル１１０５内の１つまたは複数のセクタにサービスできるアンテナ
のセット１１１２（たとえば、スマート・アンテナ、マイクロ波アンテナ、衛星パラボラ
アンテナ（１つまたは複数）…）とを含む。マクロ・ネットワーク・プラットフォームの
一部とすることができる無線ネットワーク制御ノード（１つまたは複数）のセットと、マ
クロ・セル１１０５のセットにサービスする基地局（たとえば、Ｎｏｄｅ　Ｂ　１１１０
）のセットと、基地局のセット内の基地局に関連するエレクトロニクス、回路網、または
コンポーネントと、基地局を介して無線技術に従って操作されるそれぞれのＯＴＡ無線リ
ンク（たとえば、リンク１１１５または１１１６）のセットと、バックホール・リンク（
１つまたは複数）１１５５および１１５１とが、マクロ無線アクセス・ネットワーク（Ｒ
ＡＮ）を形成することに留意されたい。マクロ・ネットワーク・プラットフォーム１１６
０は、他のセル（図示せず）にサービスする他の基地局（図示せず）とも通信する。バッ
クホール・リンク（１つまたは複数）１１５１または１１５３は、有線バックボーン・リ
ンク（たとえば、光ファイバ・バックボーン、より対線、Ｔ１／Ｅ１電話回線、同期また
は非同期のいずれかのディジタル加入者回線（ＤＳＬ）、非対称ＡＤＳＬ、または同軸ケ
ーブル…）または無線（たとえば、見通し線（ＬＯＳ）または非ＬＯＳ）バックボーン・
リンクを含むことができる。バックホール・パイプ（１つまたは複数）１１５５は、別個
の基地局１１１０をリンクする。一態様によれば、バックホール・リンク１１５３は、複
数のフェムト・アクセス・ポイント１１３０および／またはコントローラ・コンポーネン
ト（ＣＣ）１１０１をフェムト・ネットワーク・プラットフォーム１１０２に接続するこ
とができる。一例では、複数のフェムトＡＰを、ルーティング・プラットフォーム（ＲＰ
）１０８７に接続することができ、ＲＰ１０８７を、コントローラ・コンポーネント（Ｃ
Ｃ）１１０１に接続することができる。通常、ＵＥ１１２０Ａからの情報を、ＲＰ１０２
によって、たとえば、上で詳細に議論したように、内部的に、ＲＰ１０８７に接続された
別個のフェムトＡＰに接続された別のＵＥ１１２０Ａに、あるいは、外部的に、ＣＣ１１
０１を介してフェムト・ネットワーク・プラットフォーム１１０２に、ルーティングする
ことができる。
【００７９】
　無線環境１１５０では、１つまたは複数のマクロ・セル１１０５内で、それぞれのフェ
ムト・アクセス・ポイント（ＡＰ）１１３０によってサービスされるフェムトセル１１４
５のセットを展開することができる。本革新の諸態様が、かなりのフェムトＡＰ密度、た
とえば、１基地局１１１０あたり１０４～１０７個のフェムトＡＰ１１３０を有するフェ
ムトセル展開に適応されることを了解されたい。一態様によれば、フェムト・アクセス・
ポイント１１３０１～３７３０Ｎ（Ｎは自然数）のセットを、ルーティング・プラットフ
ォーム１０８７に機能的に接続することができ、ルーティング・プラットフォーム１０８
７を、コントローラ・コンポーネント１１０１に機能的に結合することができる。コント
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ローラ・コンポーネント１１０１を、バックホール・リンク（１つまたは複数）１１５３
を使用することによってフェムト・ネットワーク・プラットフォーム３３０に動作可能に
リンクすることができる。したがって、フェムトＡＰ１１３０１～３８３０Ｎに接続され
たＵＥすなわちＵＥ３７２０Ａは、内部的にルーティング・プラットフォーム（ＲＰ）１
０８７を介してフェムト・エンタープライズ内で通信することができ、かつ／またはＲＰ
１０８７、コントローラ・コンポーネント１１０１、およびバックホール・リンク（１つ
または複数）１１５３を介してフェムト・ネットワーク・プラットフォーム１１０２と通
信することもできる。１つのフェムト・エンタープライズだけが図１１に図示されている
が、複数のフェムト・エンタープライズをマクロ・セル１１０５内で展開できることを了
解されたい。
【００８０】
　本明細書で説明されるさまざまな態様、特徴、または利益が、フェムト・アクセス・ポ
イント（１つまたは複数）および関連するフェムト・カバレージを介して例示されたが、
そのような態様および特徴を、たとえばＷｉ－Ｆｉ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｆｉｄｅｌｉｔ
ｙ）またはピコセル遠隔通信など、実質的にすべてのまたはすべての別個の遠隔通信技術
を介して無線カバレージを提供するホーム・アクセス・ポイント（ＨＡＰ）（１つまたは
複数）のために活用することもできることに留意されたい。さらに、本革新の態様、特徴
、または利益を、実質的にすべての無線遠隔通信技術または無線技術、たとえば、Ｗｉ－
Ｆｉ、Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗ
ａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷｉＭＡＸ）、拡張汎用パケット無線サービス（Ｅｎｈａｎｃｅ
ｄ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）（Ｅｎｈａｎｃｅｄ
　ＧＰＲＳ）、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、３ＧＰＰ２　ＵＭＢ、３ＧＰＰ　ＵＭＴＳ、ＨＳＰＡ
、ＨＳＤＰＡ、ＨＳＵＰＡ、またはＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄで活用することができる。
さらに、本革新の実質的にすべての態様は、レガシ遠隔通信技術を含むことができる。
【００８１】
　ここで図１２を参照すると、開示されるアーキテクチャを実行するように動作可能な例
示的なコンピュータ・システムのブロック図が示されている。開示される主題のさまざま
な態様に関する追加の文脈を提供するために、図１２および次の議論は、開示される主題
のさまざまな態様を実施できる適切なコンピューティング環境１２００の短い全般的な説
明を提供することを意図されたものである。さらに、上で説明された開示される主題は、
１つまたは複数のコンピュータ上で動作できるコンピュータ実行可能命令の全般的な文脈
での応用に適切とすることができるが、当業者は、開示される主題を、他のプログラム・
モジュールと組み合わせておよび／またはハードウェアとソフトウェアとの組合せとして
実施することもできることを認めるであろう。
【００８２】
　一般に、プログラム・モジュールは、特定のタスクを実行するか特定の抽象データ型を
実施する、ルーチン、プログラム、コンポーネント、データ構造などを含む。さらに、当
業者は、発明的方法を、それぞれを１つまたは複数の関連するデバイスに動作可能に結合
できる、シングルプロセッサまたはマルチプロセッサのコンピュータ・システム、ミニコ
ンピュータ、メインフレーム・コンピュータ、ならびにパーソナル・コンピュータ、ハン
ドヘルド・コンピューティング・デバイス、マイクロプロセッサ・ベースのまたはプログ
ラマブルな消費者エレクトロニクス、および類似物を含む他のコンピュータ・システム構
成を用いて実践できることを了解するであろう。
【００８３】
　開示される主題の図示の態様を、通信ネットワークを介してリンクされたリモート処理
デバイスによってある種のタスクが実行される分散コンピューティング環境で実践するこ
ともできる。分散コンピューティング環境では、プログラム・モジュールを、ローカルと
リモートとの両方のメモリ・ストレージ・デバイスに配置することができる。
【００８４】
　コンピュータは、通常、さまざまなコンピュータ可読媒体を含む。コンピュータ可読媒
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体は、コンピュータによってアクセスできる任意の使用可能な媒体とすることができ、揮
発性媒体と不揮発性媒体との両方、リムーバブル媒体とノンリムーバブル媒体との両方を
含む。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と通信媒
体とを含むことができる。コンピュータ記憶媒体は、コンピュータ可読命令、データ構造
、プログラム・モジュール、または他のデータなどの情報のストレージのための任意の方
法または技術で実施された、揮発性または不揮発性のいずれかの、リムーバブルおよびノ
ンリムーバブルの媒体を含むことができる。コンピュータ記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、
ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュ・メモリ、もしくは他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、ディジタ
ル多用途ディスク（ＤＶＤ）、もしくは他の光ディスク・ストレージ、磁気カセット、磁
気テープ、磁気ディスク・ストレージ、もしくは他の磁気ストレージ・デバイス、または
所望の情報を格納するのに使用でき、コンピュータによってアクセスできる任意の他の媒
体を含むが、これに限定はされない。
【００８５】
　通信媒体は、通常、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラム・モジュール、ま
たは他のデータを、搬送波または他のトランスポート機構などの変調されたデータ信号内
で実施し、任意の情報配信媒体を含む。用語「変調されたデータ信号」は、信号内で情報
を符号化する形でその特性のうちの１つまたは複数をセットされまたは変更された信号を
意味する。限定ではなく例として、通信媒体は、有線ネットワークまたは直接配線接続な
どの有線媒体と、音響、ＲＦ、赤外線、および他の無線媒体などの無線媒体とを含む。上
記のいずれかの組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲に含まれなければならない。
【００８６】
　もう一度図１２を参照すると、開示される主題のさまざまな態様を実施する例示的な環
境１２００は、コンピュータ１２０２を含み、コンピュータ１２０２は、処理ユニット１
２０４、システム・メモリ１２０６、およびシステム・バス１２０８を含む。システム・
バス１２０８は、システム・メモリ１２０６を含むがこれに限定されないシステム・コン
ポーネントと処理ユニット１２０４を結合する。処理ユニット１２０４は、さまざまな市
販プロセッサのいずれとすることもできる。デュアル・マイクロプロセッサおよび他のマ
ルチプロセッサ・アーキテクチャを、処理ユニット１２０４として使用することもできる
。
【００８７】
　システム・バス１２０８は、さまざまな市販バス・アーキテクチャのいずれかを使用す
る、メモリ・バス（メモリ・コントローラを伴うまたは伴わない）、周辺バス、およびロ
ーカル・バスにさらに相互接続することができる複数のタイプのバス構造のいずれにもす
ることができる。システム・メモリ１２０６は、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）１２１０お
よびランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）１２１２を含む。基本入出力システム（ＢＩ
ＯＳ）が、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭなどの不揮発性メモリ１２１０に格納され
、ＢＩＯＳは、スタートアップ中などにコンピュータ１２０２内の要素の間で情報を転送
するのを助ける基本ルーチンを含む。ＲＡＭ１２１２は、データをキャッシングするスタ
ティックＲＡＭなどの高速ＲＡＭをも含むことができる。
【００８８】
　コンピュータ１２０２は、適切なシャーシ（図示せず）内での外部使用のために構成さ
れる場合もある内蔵ハード・ディスク・ドライブ（ＨＤＤ）１２１４（たとえば、ＥＩＤ
Ｅ、ＳＡＴＡ）、磁気フロッピ・ディスク・ドライブ（ＦＤＤ）１２１６（たとえば、リ
ムーバブル・ディスケット１２１８から読み取り、またはこれに書き込むための）、およ
び光ディスク・ドライブ１２２０（たとえば、ＣＤ－ＲＯＭディスク１２２２を読み取る
、あるいはＤＶＤなどの他の大容量光媒体から読み取り、またはこれに書き込むための）
をさらに含む。ハード・ディスク・ドライブ１２１４、磁気フロッピ・ディスク・ドライ
ブ１２１６、および光ディスク・ドライブ１２２０を、それぞれハード・ディスク・ドラ
イブ・インターフェース１２２４、磁気ディスク・ドライブ・インターフェース１２２６
、および光ドライブ・インターフェース１２２８によってシステム・バス１２０８に接続
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することができる。外部ドライブ実施のためのインターフェース１２２４は、Ｕｎｉｖｅ
ｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ（ＵＳＢ）インターフェース技術およびＩＥＥＥ１３９
４インターフェース技術のうちの少なくとも１つまたは両方を含む。他の外部ドライブ接
続技術は、本明細書で開示される主題の企図に含まれる。
【００８９】
　ドライブおよび関連するコンピュータ可読媒体は、データ、データ構造、コンピュータ
実行可能命令などの不揮発性ストレージを提供する。コンピュータ１２０２について、ド
ライブおよび媒体は、適切なディジタル・フォーマットでのすべてのデータのストレージ
に対処する。上のコンピュータ可読媒体の説明は、ＨＤＤ、リムーバブル磁気ディスケッ
ト、およびＣＤまたはＤＶＤなどのリムーバブル光媒体に言及するが、当業者は、ｚｉｐ
ドライブ、磁気カセット、フラッシュ・メモリ・カード、カートリッジ、および類似物な
どのコンピュータによって可読の他のタイプの媒体をも例示的動作環境で使用できること
と、さらに、すべてのそのような媒体が、開示される主題の方法を実行するコンピュータ
実行可能命令を含むことができることとを了解するに違いない。
【００９０】
　オペレーティング・システム１２３０、１つまたは複数のアプリケーション・プログラ
ム１２３２、他のプログラム・モジュール１２３４、およびプログラム・データ１２３６
を含む複数のプログラム・モジュールを、ドライブおよびＲＡＭ１２１２に格納すること
ができる。オペレーティング・システム、アプリケーション、モジュール、および／また
はデータのすべてまたは一部を、ＲＡＭ１２１２にキャッシングすることもできる。開示
される主題を、さまざまな市販オペレーティング・システムまたはオペレーティング・シ
ステムの組合せを用いて実施できることを了解されたい。
【００９１】
　ユーザは、１つまたは複数の有線／無線入力デバイス、たとえばキーボード１２３８と
マウス１２４０などのポインティング・デバイスとを介してコンピュータ１２０２にコマ
ンドおよび情報を入力することができる。他の入力デバイス（図示せず）は、マイクロホ
ン、ＩＲリモート・コントロール、ジョイスティック、ゲーム・パッド、スタイラス・ペ
ン、タッチ・スクリーン、または類似物を含むことができる。上記および他の入力デバイ
スは、しばしば、システム・バス１２０８に結合された入力デバイス・インターフェース
１２４２を介して処理ユニット１２０４に接続されるが、パラレル・ポート、ＩＥＥＥ１
３９４シリアル・ポート、ゲーム・ポート、ＵＳＢポート、ＩＲインターフェース、その
他などの他のインターフェースによって接続され得る。
【００９２】
　モニタ１２４４または他のタイプのディスプレイ・デバイスも、ビデオ・アダプタ１２
４６などのインターフェースを介してシステム・バス１２０８に接続される。モニタ１２
４４に加えて、コンピュータは、通常、スピーカ、プリンタ、その他など、他の周辺出力
デバイス（図示せず）を含む。
【００９３】
　コンピュータ１２０２は、リモート・コンピュータ（１つまたは複数）１２４８などの
１つまたは複数のリモート・コンピュータへの有線通信および／または無線通信を介する
論理接続を使用してネットワーク化された環境で動作することができる。リモート・コン
ピュータ（１つまたは複数）１２４８は、ワークステーション、サーバ・コンピュータ、
ルータ、パーソナル・コンピュータ、モバイル・デバイス、ポータブル・コンピュータ、
マイクロプロセッサ・ベースのエンターテイメント機器、ピア・デバイス、または他の一
般的なネットワーク・ノードとすることができ、通常は、コンピュータ１２０２に関して
説明された要素のうちの多数またはすべてを含むが、簡潔さのために、メモリ／ストレー
ジ・デバイス１２５０だけが図示されている。図示の論理接続は、ローカル・エリア・ネ
ットワーク（ＬＡＮ）１２５２および／またはより大きいネットワーク、たとえば広域ネ
ットワーク（ＷＡＮ）１２５４への有線接続性／無線接続性を含む。そのようなＬＡＮお
よびＷＡＮのネットワーキング環境は、オフィスおよび会社でありふれたものであり、イ
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ントラネットなどの企業全体のコンピュータ・ネットワークを容易にし、これらのすべて
を、グローバル通信ネットワーク、たとえばインターネットに接続することができる。
【００９４】
　ＬＡＮネットワーキング環境で使用される時に、コンピュータ１２０２は、有線および
／または無線の通信ネットワーク・インターフェースまたは通信ネットワーク・アダプタ
１２５６を介してローカル・ネットワーク１２５２に接続される。アダプタ１２５６は、
ＬＡＮ１２５２への有線または無線の通信を容易にすることができ、ＬＡＮ１２５２は、
無線のアダプタ１２５６と通信するためにその上に配置された無線アクセス・ポイントを
含むこともできる。
【００９５】
　ＷＡＮネットワーキング環境で使用される時に、コンピュータ１２０２は、モデム１２
５８を含むことができ、あるいはＷＡＮ１２５４上の通信サーバに接続され、あるいはイ
ンターネットによるなどＷＡＮ１２５４を介する通信を確立する他の手段を有する。モデ
ム１２５８は、内蔵または外付けとすることができ、有線デバイスまたは無線デバイスと
することができるが、シリアル・ポート・インターフェース１２４２を介してシステム・
バス１２０８に接続される。ネットワーク化された環境では、コンピュータ１２０２に関
係して図示されたプログラム・モジュールまたはその諸部分を、リモート・メモリ／スト
レージ・デバイス１２５０に格納することができる。図示のネットワーク接続が例示的で
あり、コンピュータの間の通信リンクを確立する他の手段を使用できることを了解された
い。
【００９６】
　コンピュータ１２０２は、無線通信で動作可能に配置された任意の無線デバイスまたは
エンティティ、たとえば、プリンタ、スキャナ、デスクトップ・コンピュータおよび／ま
たはポータブル・コンピュータ、携帯情報端末、通信衛星、無線で検出可能なタグに関連
する任意の機器または場所（たとえば、キオスク、ニュース・スタンド、休憩室）、およ
び電話機と通信するように動作可能である。これは、少なくともＷｉ－Ｆｉ無線技術およ
びＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）無線技術を含む。したがって、通信を、従来のネットワー
クと同様に事前定義の構造または単純に少なくとも２つのデバイスの間のアド・ホック通
信とすることができる。
【００９７】
　Ｗｉ－ＦｉすなわちＷｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙは、家庭の長椅子、ホテルの
部屋のベッド、または仕事場の会議室からワイヤなしでインターネットへの接続を可能に
する。Ｗｉ－Ｆｉは、たとえばコンピュータなどのデバイスが屋内および屋外すなわち基
地局の範囲内のどこであってもデータを送信し受信することを可能にする、セル電話機に
使用されるものに似た無線技術である。Ｗｉ－Ｆｉネットワークは、セキュアで信頼でき
高速の無線接続性を提供するのに、ＩＥＥＥ８０２．１１（ａ、ｂ、ｇ、ｎなど）と呼ば
れる無線技術を使用する。Ｗｉ－Ｆｉネットワークを使用して、コンピュータをお互いに
、インターネットに、および有線ネットワーク（ＩＥＥＥ８０２．３すなわちイーサネッ
トを使用する）に接続することができる。Ｗｉ－Ｆｉネットワークは、たとえば、免許不
要の２．４ＧＨｚおよび５ＧＨｚの無線帯で、１１Ｍｂｐｓ（８０２．１１ｂ）または５
４Ｍｂｐｓ（８０２．１１ａ）のデータ・レートで動作し、あるいは、両方の帯域を含む
製品（デュアル・バンド）を用いて動作し、したがって、ネットワークは、多くのオフィ
スで使用される基本的な「１０ＢａｓｅＴ」有線イーサネット・ネットワークに似た実世
界性能を提供できるようになる。
【００９８】
　本明細書で説明されるさまざまな態様または特徴を、標準的なプログラミング技法およ
び／または工学技法を使用して方法、装置、または製造品として実施することができる。
さらに、本明細書で開示されるさまざまな態様を、メモリに格納されプロセッサによって
実行されるプログラム・モジュール、またはハードウェアとソフトウェアともしくはハー
ドウェアとファームウェアとの他の組合せを介して実施することもできる。用語「製造品
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」は、本明細書で使用される時に、任意のコンピュータ可読デバイス、担体、または媒体
からアクセス可能なコンピュータ・プログラムを含むことが意図されている。たとえば、
コンピュータ可読媒体は、磁気ストレージ・デバイス（たとえば、ハード・ディスク、フ
ロッピ・ディスク、磁気ストリップ…）、光ディスク（たとえば、コンパクト・ディスク
（ＣＤ）、ディジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、ブルーレイ・ディスク（ＢＤ）…）ス
マート・カード、およびフラッシュ・メモリ・デバイス（たとえば、カード、スティック
、キー・ドライブ…）を含むことができるが、これらに限定はされない。さらに、電子メ
ールの送信および受信またはインターネットもしくはローカル・エリア・ネットワーク（
ＬＡＮ）などのネットワークへのアクセスに使用されるものなどの搬送波を使用して、コ
ンピュータ可読電子データを搬送できることを了解されたい。もちろん、当業者は、開示
される主題の範囲または趣旨から逸脱せずにこの構成に対して多数の変更を行えることを
認めるであろう。
【００９９】
　本明細書で使用される時に、用語「プロセッサ」は、シングルコア・プロセッサ、ソフ
トウェア・マルチスレッド実行機能を有するシングルプロセッサ、マルチコアプロセッサ
、ソフトウェア・マルチスレッド実行機能を有するマルチコアプロセッサ、ハードウェア
・マルチスレッド技術を有するマルチコアプロセッサ、並列プラットフォーム、および分
散共有メモリを有する並列プラットフォームを含むがこれらを含むことに限定されない実
質的にすべてのコンピューティング処理ユニットまたはコンピューティング処理デバイス
を指すことができる。さらに、プロセッサは、集積回路、特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・ア
レイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル・ロジック・コントローラ（ＰＬＣ）、複合プログラ
マブル論理デバイス（ＣＰＬＤ）、ディスクリート・ゲートまたはトランジスタ論理、デ
ィスクリート・ハードウェア・コンポーネント、または本明細書で説明される機能を実行
するように設計されたその任意の組合せを指すことができる。プロセッサは、空間使用量
を最適化しまたはユーザ機器の性能を強化するために、分子ベースのおよび量子ドット・
ベースのトランジスタ、スイッチ、およびゲートなどであるがこれに限定されないナノス
ケール・アーキテクチャを活用することができる。プロセッサを、コンピューティング処
理ユニットの組合せとして実施することもできる。
【０１００】
　本明細書では、「ストア」、「データ・ストア」、「データ・ストレージ」、「データ
ベース」、「リポジトリ」、ならびにコンポーネントの動作および機能に関係する実質的
にすべての他の情報ストレージ・コンポーネントは、「メモリ・コンポーネント」または
「メモリ」もしくはメモリを含むコンポーネント内で実施されるエンティティを指す。本
明細書に記載のメモリ・コンポーネントは、揮発性メモリまたは不揮発性メモリのいずれ
かとすることができ、揮発性メモリと不揮発性メモリとの両方を含むことができることを
了解されたい。さらに、メモリ・コンポーネントまたはメモリ要素を、リムーバブルまた
は固定とすることができる。さらに、メモリを、デバイスまたはコンポーネントの内部ま
たは外部とすることができ、あるいは、リムーバブルまたは固定とすることができる。メ
モリは、ハード・ディスク・ドライブ、ｚｉｐドライブ、磁気カセット、フラッシュ・メ
モリ・カードもしくは他のタイプのメモリ・カード、カートリッジ、または類似物など、
コンピュータによって読取り可能なさまざまなタイプの媒体を含むことができる。
【０１０１】
　限定ではなく例示として、不揮発性メモリは、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラ
マブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的プログラム可能ＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可
能ＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、またはフラッシュ・メモリを含むことができる。揮発性メモ
リは、外部キャッシュ・メモリとして働くランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）を含む
ことができる。限定ではなく例示として、ＲＡＭは、シンクロナスＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、
ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、シンクロナスＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブル・デー
タ・レートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ）、ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＳＤＲＡＭ（ＥＳＤ
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ＲＡＭ）、Ｓｙｎｃｈｌｉｎｋ　ＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）、およびｄｉｒｅｃｔ　Ｒａ
ｍｂｕｓ　ＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ）などの多数の形で入手可能である。さらに、本明細書の
システムまたは方法の開示されるメモリ・コンポーネントは、含むことに限定されずに、
上記および任意の他の適切なタイプのメモリを含むことが意図されている。
【０１０２】
　上で説明されたものは、さまざまな実施形態の例を含む。もちろん、実施形態の説明に
おいて、コンポーネントまたは方法論の考えられるすべての組合せを記述することは不可
能であるが、当業者は、多数のさらなる組合せと置換とが可能であることを認めるであろ
う。したがって、この詳細な説明は、添付の特許請求の範囲の趣旨と範囲とに含まれるす
べての代替形態、修正形態、および変形形態を包含することが意図されている。
【０１０３】
　具体的には、上で説明されたコンポーネント、デバイス、回路、システム、および類似
物によって実行されるさまざまな機能に関して、そのようなコンポーネントを説明するの
に使用された用語（「手段」への言及を含む）は、そうではないと示されない限り、実施
形態の本明細書で示された例示的対応の機能を実行する開示された構造と構造的に同等で
はない場合であっても、説明されたコンポーネントの指定された機能を実行するすべての
コンポーネント（たとえば、機能的同等物）に対応することが意図されている。これに関
して、実施形態が、システムと、さまざまな方法の行為および／またはイベントを実行す
るコンピュータ実行可能命令を有するコンピュータ可読媒体とを含むことをも認められた
い。
【０１０４】
　さらに、特定の特徴が、複数の実施態様のうちの１つだけに関して開示された場合があ
るが、そのような特徴を、任意の所与のまたは特定の応用について望まれ、有利である可
能性があるように、他の実施態様の１つまたは複数の他の特徴と組み合わせることができ
る。さらに、用語「ｉｎｃｌｕｄｅｓ」および「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ」とその変形とがこ
の詳細な説明または特許請求の範囲で使用される範囲で、これらの用語は、用語「ｃｏｍ
ｐｒｉｓｉｎｇ」に似た形で包含的であることが意図されている。
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