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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　さまざまな衛星と通信するためのモバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミ
ュニケータであって、
　第１の周波数帯を使用した第１の地理的領域における動作に最適化された第１のアンテ
ナと、
　第２の周波数帯を使用した第２の地理的領域における動作に最適化された第２のアンテ
ナと、
　前記第１のアンテナを介した通信を終了させ、前記第２のアンテナを介した通信を開始
することを、地理的インジケータ、信号対ノイズインジケータ、スループットインジケー
タ、干渉インジケータ、ひずみインジケータ、または減衰インジケータのうちの１つまた
は複数に基づいて決定するように構成された制御部と、
　前記第１のアンテナ、前記第２のアンテナ、または前記第１のアンテナと前記第２のア
ンテナの両方を囲むように構成された、前記プラットフォームに搭載されたモバイルコミ
ュニケータのためのレードーム筐体と、
を備える、モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ。
【請求項２】
　前記モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータが、飛行機、自動
車、または船のうちの１つに取り付けられている、請求項１に記載のモバイルプラットフ
ォームに搭載されたモバイルコミュニケータ。



(2) JP 6313340 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記第１の地理的領域が北極または南極に近接し、前記第２の地理的領域が赤道に近接
している、請求項１または２に記載のモバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコ
ミュニケータ。
【請求項４】
　前記第１の周波数帯がＫｕバンドまたはＫａバンドのうちの１つであり、前記第２の周
波数帯が前記ＫｕバンドまたはＫａバンドの他方の１つである、請求項１から３のいずれ
か一項に記載のモバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ。
【請求項５】
　前記地理的インジケータがＧＰＳ座標のセットである、請求項１から４のいずれか一項
に記載のモバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ。
【請求項６】
　モバイルプラットフォームを使用してさまざまな衛星と通信する方法であって、
　前記さまざまな衛星と、第１の周波数帯で第１のアンテナを使用して通信することであ
って、前記第１のアンテナが前記第１の周波数帯を用いた第１の地理的位置における動作
に最適化されている、通信することと、
　プロセッサによって、前記第１のアンテナを介した通信を終了させ、第２のアンテナを
介した通信を開始することを、地理的インジケータ、信号対ノイズインジケータ、スルー
プットインジケータ、干渉インジケータ、ひずみインジケータ、または減衰インジケータ
のうちの１つに基づいて決定することであって、前記第２のアンテナが第２の周波数帯を
用いた第２の地理的位置における動作に最適化されている、決定することと、
　前記さまざまな衛星と、前記第２の周波数帯で前記第２のアンテナを使用して通信する
ことと、
を備える、さまざまな衛星と通信する方法。
【請求項７】
　前記モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータを、飛行機、自動
車、または船のうちの１つに取り付けることをさらに備える、請求項６に記載のさまざま
な衛星と通信する方法。
【請求項８】
　前記第１のアンテナを北極または南極の近くでの動作に最適化することと、前記第２の
アンテナを赤道の近くでの動作に最適化することとをさらに備える、請求項６または７に
記載のさまざまな衛星と通信する方法。
【請求項９】
　前記第１の周波数帯がＫｕバンドに対応し、前記第２の周波数帯がＫａバンドに対応す
る、請求項６から８のいずれか一項に記載のさまざまな衛星と通信する方法。
【請求項１０】
　前記第１のアンテナを介した通信を終了させ、前記第２のアンテナを介した通信を開始
することを、前記地理的インジケータに基づいて決定することが、前記第１のアンテナを
介した通信を終了させ、前記第２のアンテナを介した通信を開始することを、ＧＰＳ座標
のセットまたは類似の位置データに基づいて決定することを備える、請求項６から９のい
ずれか一項に記載のさまざまな衛星と通信する方法。
【請求項１１】
　モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータを用いて通信する方法
であって、
　前記モバイルコミュニケータの第１のアンテナを、第１の衛星との通信を確立するよう
に構成するステップにして、前記第１のアンテナが、第１の周波数帯を使用した第１の地
理的領域における動作に最適化される、ステップと、
　データパケットを前記第１の衛星と前記第１の周波数帯を用いて前記第１のアンテナを
介して通信するステップと、
　地理的インジケータまたは信号インジケータのうちの１つまたは複数を受信するステッ



(3) JP 6313340 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

プと、
　前記地理的インジケータ、信号対ノイズインジケータ、スループットインジケータ、干
渉インジケータ、ひずみインジケータ、または減衰インジケータのうちの１つまたは複数
に基づいて、プロセッサによって、前記第１のアンテナを介した通信を終了させ、前記モ
バイルコミュニケータの第２のアンテナを介した通信を開始することを決定するステップ
にして、前記第２のアンテナが、第２の周波数帯を使用した第２の地理的領域における動
作に最適化される、ステップと、
　前記第１のアンテナを介した通信を終了させるステップと、
　前記第２のアンテナを、前記第１の衛星または第２の衛星のうちの１つとの通信を確立
するように構成するステップと、
　データパケットを前記第２の周波数帯を用いて前記第１の衛星または前記第２の衛星の
うちの１つと前記第２のアンテナを介して通信するステップと、
を備える、モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータを用いて通信
する方法。
【請求項１２】
　前記モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータを、飛行機、自動
車、または船のうちの１つに取り付けることをさらに備える、請求項１１に記載のモバイ
ルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータを用いて通信する方法。
【請求項１３】
　前記第１のアンテナを北極または南極の近くでの動作に最適化することと、前記第２の
アンテナを赤道の近くでの動作に最適化することとをさらに備える、請求項１１または１
２に記載のモバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータを用いて通信
する方法。
【請求項１４】
　前記第１の周波数帯がＫｕバンドに対応し、前記第２の周波数帯がＫａバンドに対応す
る、請求項１１から１３のいずれか一項に記載のモバイルプラットフォームに搭載された
モバイルコミュニケータを用いて通信する方法。
【請求項１５】
　前記第１のアンテナを介した通信を終了させ、前記第２のアンテナを介した通信を開始
することを、前記地理的インジケータに基づいて決定することが、前記第１のアンテナを
介した通信を終了させ、前記第２のアンテナを介した通信を開始することを、ＧＰＳ座標
のセットまたは類似の位置データに基づいて決定することを備える、請求項１１から１４
のいずれか一項に記載のモバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ
を用いて通信する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、参照により本明細書に組み込まれる、２０１３年２月１１日に出願された米
国特許仮出願第６１／７６３，３５０号と、２０１３年１１月８日に出願された米国特許
仮出願第６１／９０１，８４８号との利益を主張する。
【０００２】
　本開示は、一般に、衛星ネットワークとのマルチリージョン通信を、いろいろな地域で
の使用に適したいろいろなアンテナを使用して提供するシステムと方法とに関し、より具
体的には、モバイルプラットフォームが第１の地域から第２の地域に移動するにつれて衛
星ネットワークへのアクセスを最適化するように制御される、第１の地域での使用に適し
た第１のアンテナと第２の地域での使用に適した第２のアンテナとを有する、モバイルプ
ラットフォーム上に搭載されたコミュニケータに関する。
【背景技術】
【０００３】
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　動力飛行の始まり以来、機内の人々にとって、地上の人々と通信できることは最も重要
なことであった。技術が進歩するに従って、この通信は、アナログ音声信号だけでなくデ
ジタルデータを含み始めた。さらに、進歩は、航空機が陸地や海の上空、世界中のどこに
いても通信を継続できるように、航空機が衛星と通信して情報を地上局へおよび地上局か
ら中継することを可能にする技術をもたらす。最近になって、航空機の乗客は、特に、衛
星システムを使用してインターネットにアクセスするために、これらの衛星システムへの
アクセスを与えられた。航空機は、衛星システムに、衛星システムとの通信に適したアン
テナまたはアンテナアレイを用いてアクセスすることができる。しかしながら、世界中の
いろいろな位置は、通信を最適化するためにいろいろな種類のアンテナを要求し、そのた
め、１種類のアンテナのみを有する衛星トランシーバは、それが搭載されているモバイル
プラットフォームが世界中を移動した場合、十分なサービスを提供できないことがある。
特に、大陸横断ルートを飛行している航空機は、極緯度から赤道に向かって移動するにつ
れて、衛星システムと通信する能力の低下を経験することがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、異なるアンテナが異なる地理的エリアと異なる大気条件とにおける使用に
適している、複数の種類のアンテナを含むシステムを作成することは有利であり得る。シ
ステムは、アンテナのうちのどれを衛星ネットワークと通信するために使用するかを決定
する、制御部またはプロセッサを含むことができる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一実施形態では、さまざまな衛星との通信のための、モバイルプラットフォームに搭載
されたモバイルコミュニケータは、第１の地理的領域における第１の周波数帯域を使用し
た動作に最適化された第１のアンテナと、第２の地理的領域における第１の周波数帯域ま
たは第２の周波数帯域のいずれかを使用した動作に適合された第２のアンテナと、地理的
インジケータまたは信号インジケータのうちの１つまたは複数に基づいて、作動させるア
ンテナを決定するように構成された制御部またはプロセッサと、モバイルプラットフォー
ムに搭載されたモバイルコミュニケータのための１つまたは複数の筐体またはレードーム
と、を含む。
【０００６】
　別の実施形態では、さまざまな衛星とモバイルプラットフォームを使用して通信する方
法は、さまざまな衛星と第１の周波数帯域で第１のアンテナを使用して通信することであ
って、第１のアンテナが第１の地理的位置における動作に最適化されている、通信するこ
とと、プロセッサを用いて、地理的インジケータと信号インジケータとのうちの１つに基
づいて、第１のアンテナを介した通信を終了させ、第２のアンテナを介した通信を開始す
ることを決定することであって、第２のアンテナが第２の地理的位置における動作に最適
化されている、決定することと、さまざまな衛星と、第１の周波数帯域または第２の周波
数帯域のいずれかで、第２のアンテナを使用して通信することと、を含む。
【０００７】
　別の実施形態では、モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータを
用いて通信する方法は、モバイルコミュニケータの第１のアンテナを使用して第１の衛星
との通信を確立することと、データパケットを、第１の衛星と、第１のアンテナを介して
通信することと、地理的インジケータと信号インジケータとのうちの１つまたは複数を受
信することと、地理的インジケータと信号インジケータとのうちの１つまたは複数に基づ
いて、プロセッサによって、第１のアンテナを介した通信を終了させ、モバイルコミュニ
ケータの第２のアンテナを介した通信を開始することを決定することと、第１のアンテナ
を介した通信を終了させることと、第２のアンテナを、第１の衛星または第２の衛星のう
ちの１つとの通信を確立するように構成することと、データパケットを、第１の衛星また
は第２の衛星のうちの１つと、第２のアンテナを介して通信することと、を含む。
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【０００８】
　別の実施形態では、衛星通信システムは、ある周波数帯域での通信のための第１の衛星
と、第１の領域から第２の領域に移動することができるモバイルプラットフォームと、モ
バイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータであって、第１の周波数帯
域または第２の周波数帯域のいずれかでの通信のための第１のアンテナアレイと、第１の
周波数帯域または第２の周波数帯域のいずれかでの通信のための第２のアンテナアレイと
、第１のアンテナアレイまたは第２のアンテナアレイを使用するかどうかを決定し、第１
のアンテナアレイを選択的に有効および無効にし、第２のアンテナアレイを選択的に有効
および無効にするように構成されたコミュニケータ制御部と、モバイルコミュニケータの
ための筐体と、を含むモバイルコミュニケータと、を含む。
【０００９】
　以下に説明する図は、本明細書で開示されるシステムと方法とのさまざまな態様を描写
している。各図が開示されたシステムと方法との具体的な態様の一実施形態を描写し、図
の各々がそれらの可能な実施形態と一致するように意図されている、ということを理解す
べきである。さらに、可能な限り、以下の説明は以下の図に含まれる参照番号を参照し、
複数の図に描写される特徴は、一貫した参照番号を用いて指定される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】さまざまな衛星と、例示的なマルチリージョン衛星通信方法が説明される実施形
態に従って動作することができる、モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミ
ュニケータを有するモバイルプラットフォームとのブロック図である。
【図２】モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ制御部のブロッ
ク図である。
【図３】説明される実施形態に従って動作する、例示的なマルチリージョン衛星通信方法
の図である。
【図４】説明される実施形態に従って動作する、例示的なアンテナアレイ選択方法の図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の文章は多数の異なる実施形態の詳細な説明を明記するが、本発明の法的範囲は、
本特許の最後に明記する特許請求の範囲の文言によって定義される、ということを理解す
べきである。詳細な説明は、例示としてのみ解釈されるものであり、すべての可能な実施
形態を説明することが不可能でないとしても現実的でないため、すべての可能な実施形態
を説明しない。多くの代替的な実施形態を、現在の技術、またはそれもまた特許請求の範
囲の中に含まれる、本特許の出願日の後に開発される技術を使用して実装することができ
る。
【００１２】
　本特許の中で、「本明細書で使用する通り、用語『＿＿＿＿＿＿』は．．．を意味する
ことを本明細書によって定義される」または同様の文を使用して、用語を明示的に定義し
ない限り、その用語の意味を、明示的または暗示によってのいずれでも、その明白なまた
は通常の意味を超えて限定する意図はなく、本特許の（特許請求の範囲の文言以外の）任
意の部分において述べることに基づいて、そのような用語の範囲が限定されると解釈され
るべきでないこと、もまた理解すべきである。本特許の最後の特許請求の範囲において挙
げる用語を、本特許において、１つの意味と一致するような方法で言及する限りにおいて
、それは、読者を混乱させないように明確さのためのみに行われ、そのような特許請求の
範囲の用語が、暗示またはそれ以外によっても、その１つの意味に限定されるということ
を意図していない。最後に、特許請求の範囲の要素が、「手段」という言葉と構造の説明
のない機能とを挙げることによって定義されない限り、特許請求の範囲の要素の範囲を、
米国特許法第１１２条第６段落の適用に基づいて解釈することを意図しない。
【００１３】
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　図１は、通信を、さまざまな衛星とマルチアンテナアレイを使用するモバイルプラット
フォームとの間で提供するためのシステム１００の一実施形態を示している。システム１
００を、第１の領域１０２と第２の領域１０４とのうちのいずれかまたは両方で使用する
ことができる。第１の領域１０２および第２の領域１０４は、信号を、１つまたは複数の
衛星と送受信するための、異なる環境を有する多数の領域のうちのいずれであってもよい
。以下に説明する通り、システム１００のアンテナのうちの１つは、信号を、１つまたは
複数の衛星と送受信するための異なる環境のために、システム１００の別のアンテナより
もより適切であり得る。第１の領域１０２と第２の領域１０４とを地理的に定義すること
ができる。たとえば、第１の領域１０２は、赤道よりも北極または南極のいずれかに近い
領域であり得、第２の領域１０４は、どちらかの極よりも赤道に近い領域であり得る。別
の例では、第１の領域１０２を、最も近い衛星への照準角の線が、第２の領域１０４にお
ける最も近い衛星への照準角の線よりも比較的高い領域として定義することができる。第
１の領域１０２と第２の領域１０４とを、大気条件によっても定義することができる。た
とえば、第１の領域１０２を、周囲大気の湿気が、第２の領域１０４における周囲大気の
湿気よりも比較的高い領域として定義することができる。別の例では、第１の領域１０２
を、システム１００によって使用される周波数帯域への干渉が、第２の領域１０２におけ
るよりも多くある領域として定義することができる。第１の領域１０２と第２の領域１０
４とを、境界１０３によって分けることができる。境界１０３は、固定の地理的境界（た
とえば、北回帰線、南回帰線、など）であることができ、または第１の領域１０２と第２
の領域１０４との間の移動する境界であることができる。
【００１４】
　システム１００は、さまざまな衛星を含むことができ、第１の衛星１０６と第２の衛星
１０８とを含んでいる。領域１０２と領域１０４とを地理的に定義する場合、衛星１０６
および衛星１０８は、それぞれの第１の領域１０２と第２の領域１０４との上の静止軌道
にあることができる。しかしながら、衛星１０６および衛星１０８が、任意の数の高度と
速度とで地球を周回することができ、静止軌道になくてよいことが理解される。衛星１０
６および衛星１０８は、モバイルプラットフォーム１１０に、およびモバイルプラットフ
ォーム１１０から（以下で説明する接続１１４と接続１１６とを介して）、およびネット
ワーク１１２に、およびネットワーク１１２から（接続１１８と接続１２０とをそれぞれ
介して）、情報を伝達する通信衛星であることができる。ネットワーク１１２は、専用の
アクセスライン、単純な通常の電話線、衛星リンク、これらの組み合わせなどの、独自ネ
ットワーク、公開のインターネット、仮想プライベートネットワークまたはある別の種類
のネットワークであることができる。ネットワーク１１２がインターネットを備える場合
には、データ通信は、ネットワーク１３０上でインターネット通信プロトコルを介して行
うことができる。モバイルプラットフォーム１１０は、第１の領域１０２から第２の領域
１０４に移動することができる、乗り物またはモバイルデバイスであることができる。図
１に描写したモバイルプラットフォーム１１０は飛行機であるが、モバイルプラットフォ
ーム１１０が、船、ボート、ヨット、潜水艦、自動車、トラック、オートバイ、ヘリコプ
ター、ドローン、または大気、陸地、または海に沿って移動することができる他の乗り物
であることができる、ということが理解される。１つのモバイルプラットフォーム１１０
のみが図１に示されているが、さまざまな衛星を使用して、何十、何百、何千などものモ
バイルプラットフォーム１１０と通信することができるということが理解される。同様に
、２つの衛星１０６および衛星１０８のみが図１に描かれているが、さまざまな衛星が、
地球の全部または一部をカバーする何十、何百、または任意の数の衛星を含むことができ
る、ということが理解される。さらに、ネットワーク１１２は、知られている方法で互い
に通信するかもしれず、しないかもしれない、何十、何百、または任意の数のサブネット
ワークから作られてよい。
【００１５】
　システム１００は、第１のアンテナアレイ１３２と第２のアンテナアレイ１３４とモバ
イルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ制御部１３６とレードーム筐
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体１３８とを備える、モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ１
３０を含むことができる。第１のアンテナアレイ１３２を、第１の領域１０２において経
験する条件の下での衛星との通信のために最適化することができる。たとえば、第１の領
域１０２が、赤道よりも北極または南極のいずれかに近い場合、第１のアンテナアレイ１
３２を、両極の近くでの動作によく適合させることができる。たとえば、第１のアンテナ
アレイ１３２は、ＡｅｒｏＳａｔ　ＨＲ６４００アンテナシステム、ＫｕＳｔｒｅａｍ　
２０００アンテナシステム、またはＡｕｒｏ　ＬＥアンテナであることができ、それらの
仕様は、その全体が参照によって本明細書によって組み込まれる。第１のアンテナアレイ
１３２は、さまざまな衛星と、図１に示す衛星１０６へのリンクであり得るリンク１１４
を介して通信することができる。「第１のアンテナアレイ」という表現を本明細書で使用
するが、第１のアンテナアレイ１３２が、単一アンテナまたは複数のアンテナを含むアレ
イであることができる、ということが理解される。第２のアンテナアレイ１３４を、第２
の領域１０４において経験する条件の下での衛星との通信のために最適化することができ
る。たとえば、第２の領域１０４が赤道に近い場合、第２のアンテナアレイ１３４を、赤
道の近くでの動作によく適合させることができる。たとえば、第２のアンテナアレイ１３
４は、ＴｈｉｎＫｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ　Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｉｎｃｌｉｎａｔｉｏ
ｎ　Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ　Ｓｔｕｂ（ＶＩＣＴＳ）アレイであ
ることができる。第２のアンテナ１３４は、また、Ｓｃｈｉｐｐｅｒｓ他による「Ｃｏｎ
ｆｏｒｍａｌ　Ｐｈａｓｅｄ　Ａｒｒａｙ　Ｗｉｔｈ　Ｂｅａｍ　Ｆｏｒｍｉｎｇ　ｆｏ
ｒ　Ａｉｒｂｏｒｎｅ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ」で説明され
たコンフォーマル位相アレイアンテナアレイ、またはＧｕｉｄｏｎ他への米国特許第７，
０６８，２３５号で説明されたアンテナシステムに類似であることができ、それらの両方
が参照によって本明細書によって組み込まれる。第２のアンテナアレイ１３２は、さまざ
まな衛星と、衛星１０８または図１に示す複数の周波数帯域のうちの１つを使用する別の
衛星へのリンクであり得るリンク１１６を介して通信することができる。「第２のアンテ
ナアレイ」という表現を本明細書で使用するが、第２のアンテナアレイ１３４が、単一ア
ンテナまたは複数のアンテナを含むアレイであることができる、ということが理解される
。
【００１６】
　システム１００は、多数の周波数帯域のうちのいずれかを使用して、メッセージを送受
信することができる。衛星１０６と衛星１０８とへのメッセージと、衛星１０６と衛星１
０８とからのメッセージとを、いくつかの知られている衛星通信帯域のうちの１つにおけ
る周波数を有する波上に転調することができる。たとえば、衛星１０６と衛星１０８とへ
のメッセージと、衛星１０６と衛星１０８とからのメッセージとを、電磁スペクトルのマ
イクロ波帯における波上に転調することができる。特に、搬送波周波数は、１２～１８Ｇ
ＨＺの間のＫｕバンドおよび／または２６．５～４０ＧＨｚの間のＫａバンドであること
ができる。もちろん、マイクロ波スペクトルにおける他の周波数帯を使用することができ
る。さらに、マイクロ波スペクトルの外の周波数帯を使用することができる、ということ
が理解される。
【００１７】
　モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ制御部／プロセッサ１
３６は、さまざまな衛星と通信するためにどのアンテナアレイを使用するかを選択し、さ
まざまな衛星との通信を選択したアンテナアレイを使用して促進する、さまざまなソフト
ウェアアプリケーションと機能とを実行するように適合され、構成された、コンピュータ
またはリアルタイム制御部であることができる。図２は、例示的なモバイルプラットフォ
ームに搭載されたモバイルコミュニケータ制御部１３６のブロック図を示している。モバ
イルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ制御部１３６は、データベー
ス２１０（たとえば、１つまたは複数のハードディスクドライブ、光学記憶ドライブ、半
導体記憶デバイス、など）にリンク２１８を介して動作可能に接続された制御部２０２を
有することができる。データベース２１０は、モバイルプラットフォームに搭載されたモ
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バイルコミュニケータ１３０の動作に関連するデータを記憶するように適合され、モバイ
ルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ制御部１３６は、モバイルプラ
ットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ１３０の動作に関連するさまざまな機
能とタスクとを実行する時、データベース２１０に記憶されたデータにアクセスすること
ができる。そのようなデータは、たとえば、ＧＰＳユニット２３０からの地理的位置デー
タ、信号センサ２３２からのセンサデータ、複数のアプリケーション２２４のためのアプ
リケーションデータ、複数のルーチン２２６のためのルーチンデータ、または他の種類の
データを含むことができる。図示されていないが、追加的なデータベースを制御部２０２
に知られている方法でつなぐことができる、ということに留意すべきである。
【００１８】
　制御部２０２は、プログラムメモリ２０４と、（マイクロ制御部またはマイクロプロセ
ッサと呼ぶことができる）プロセッサ２０６と、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２０
８と、入力／出力（Ｉ／Ｏ）回路２１４とを含むことができ、それらのすべてをアドレス
／データバス２１６を介して相互に接続することができる。１つのマイクロプロセッサ２
０６のみを示しているが、制御部２０２が複数のマイクロプロセッサ２０６を含むことが
できる、ということを理解すべきである。同様に、制御部２０２のメモリは、複数のＲＡ
Ｍ２０８と複数のプログラムメモリ２０４とを含むことができる。Ｉ／Ｏ回路２１４を１
つのブロックとして示したが、Ｉ／Ｏ回路２１４が多数の異なる種類のＩ／Ｏ回路を含む
ことができる、ということを理解すべきである。プログラムメモリ２０４および／または
ＲＡＭ２０８は、グラフィカルユーザインターフェース２２０と、モバイルプラットフォ
ームに搭載されたモバイルコミュニケータ制御部２２２と、複数のソフトウェアアプリケ
ーション２２４と、複数のソフトウェアルーチン２２６とを含むことができる。グラフィ
カルユーザインターフェース２２０は、プロセッサ２０６によって実行された時、（図示
しない）ディスプレイに、情報をユーザに表示させ、および／またはユーザ、管理者、技
術者などからの入力を受信させる命令のセットであることができ、モバイルプラットフォ
ームに搭載されたモバイルコミュニケータ制御部１３６を構成するタスクを負う。モバイ
ルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ制御部２２２は、プロセッサ２
０６によって実行された時、モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケ
ータ制御部１３６に、本明細書で説明した例示的なモバイルプラットフォームに搭載され
たモバイルコミュニケータ１３０に関連する機能を実行させる命令のセットであることが
できる。ＲＡＭ２０８とプログラムメモリ２０４とを、たとえば、半導体メモリ、磁気的
な可読メモリ、および／または光学的な可読メモリとして実装することができる。信号セ
ンサ２３２を、第１のアンテナアレイ１３２にリンク２４２を介して、また第２のアンテ
ナアレイ１３４にリンク２４４を介して動作可能に接続することができる。以下に説明す
る通り、モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ制御部１３６は
、第１のアンテナアレイ１３２および／または第２のアンテナアレイ１３４を、それぞれ
のリンク２４２とリンク２４４とを使用して、有効または無効にすることができる。
【００１９】
　ＧＰＳユニット２３０は、衛星ＧＰＳまたは他の適切なグローバルポジショニングプロ
トコル（たとえば、ロシア政府によって運用されているＧＬＯＮＡＳＳシステム）または
モバイルプラットフォーム１１０および／またはモバイルプラットフォームに搭載された
モバイルコミュニケータ制御部１３６の位置を見つけるシステムを使用することができる
。位置データが航空機の初期参照ユニットから取得または導き出したデータである場合が
あるため、位置データが衛星から直接来る必要がない、ということを当業者は理解する。
１つのＧＰＳユニット２３０のみが図２に示されているが、任意の数のＧＰＳユニット２
３０を使用して地理的データを集めることができる。ＧＰＳユニット２３０を、図２に示
す通り、モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ制御部１３６に
一体化することができ、またはモバイルプラットフォーム１１０上に別にインストールし
て、地理的データをモバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ制御
部１３６に（たとえば、Ｉ／Ｏ回路２１４を介して）通信することができる。ＧＰＳユニ
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ット２３０によって集められた地理的データは、モバイルプラットフォーム１１０および
／またはモバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ制御部１３６の
、経度と緯度の座標および／または高度についての情報を含むことができる。
【００２０】
　信号センサ２３２を使用して、信号データを集めることができる。信号センサ２３２を
、図２に示す通り、モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ制御
部１３６に一体化することができ、またはモバイルプラットフォーム１１０上に別にイン
ストールして、地理的データをモバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニ
ケータ制御部１３６に（たとえば、Ｉ／Ｏ回路２１４を介して）通信することができる。
１つの信号センサ２３２のみを図２に示したが、任意の数の信号センサ２３２を使用して
信号データを集めることができる。信号データは、信号強度と信号品質とについての情報
を含むことができる。信号センサ２３２は、信号対ノイズ比、減衰、干渉、劣化、電磁環
境、またはモバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ１３０が、ど
れだけ効果的に第１のアンテナアレイ１３２または第２のアンテナアレイ１３４のいずれ
かまたは両方を使用して、信号をさまざまな衛星に送信し、信号をさまざまな衛星から受
信することができるか、ということに影響を与え得る要因を示す他の測定結果についての
情報を集めることができる。
【００２１】
　図３は、システム１００によって実装されるマルチリージョン衛星通信方法３００の例
示的な実施形態を示すフロー図である。より具体的には、方法３００を、衛星１０６と衛
星１０８とネットワーク１１２と連動した、モバイルプラットフォームに搭載されたモバ
イルコミュニケータ１３０によって実行することができる。モバイルプラットフォーム１
１０が第１の領域１０２にある間、モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミ
ュニケータ１３０は、通信を、モバイルプラットフォーム１１０と第１の衛星１０６との
間で、第１のアンテナアレイ１３２を使用して促進することができる（ブロック３０２）
。モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ１３０は、その存在を
第１の領域１０２において、地理的データまたは信号データを確認することによって定期
的に確認することができる。その後、モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコ
ミュニケータ１３０は、第１のアンテナアレイ１３２を介した通信を終了させ、第２のア
ンテナアレイ１３４を介した通信を開始することを決定する（ブロック３０４）。図４は
、ブロック３０４を実装するために行われるステップについてのさらなる詳細を示してい
る。第１のアンテナアレイ１３２を介した通信を終了させ、第２のアンテナアレイ１３４
を介した通信を開始することを決定した後、モバイルプラットフォームに搭載されたモバ
イルコミュニケータ制御部１３６は、第１のアンテナアレイ１３２を、リンク２４２を使
用して無効にし、第２のアンテナアレイ１３４を、リンク２４４を使用して有効にするこ
とができる（ブロック３０６）。第２のアンテナアレイ１３４を有効にした後、モバイル
プラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ１３０は、モバイルプラットフォ
ーム１１０と第２の衛星１０８との間の通信を、第２のアンテナアレイ１３４を使用して
促進することができる。図１を再び参照すると、図１が第１の衛星１０６と第２の衛星１
０８の両方の使用を示しているが、１つの衛星１０６または衛星１０８のみを使用しなが
ら、方法３００を使用して、第１のアンテナアレイ１３２を介して通信し、第１のアンテ
ナアレイ１３２を介した通信を終了させて、第２のアンテナアレイ１３４を用いた通信を
開始し、第２のアンテナアレイ１３４を介して通信する（つまり、衛星１０６を使用して
、両方の領域でモバイルプラットフォーム１１０と通信する）ことができる、ということ
が理解される。方法は、また、１つの周波数帯または周波数範囲を使用する、または第２
の周波数帯または周波数範囲を用いる、１つまたは複数の衛星との通信も含むことができ
る。
【００２２】
　図４は、ブロック３０４の一部としてシステム１００によって実装される、アンテナア
レイ選択方法４００の例示的な実施形態を示すフロー図である。モバイルプラットフォー
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ムに搭載されたモバイルコミュニケータ制御部１３６は、第１のアンテナアレイ１３２を
介した通信を終了させて、第２のアンテナアレイ１３４を介した通信を開始することが有
利であり得るというインジケータを受信することができる（ブロック４０２）。インジケ
ータを、地理的データまたは信号データから、またはそれらに基づいて導き出すことがで
きる。モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ制御部１３６は、
インジケータが、地理的インジケータまたは信号インジケータかどうかを判断することが
できる（ブロック４０４）。地理的インジケータは、緯度と経度の座標、高度、現在の地
理的領域（たとえば、第１の領域１０２または第２の領域１０４）、境界１０３への近さ
、境界１０３を超えたかどうか、などを含むことができる。信号インジケータは、上記で
説明した信号データに関する情報を含むことができ、それには、信号品質、信号強度、な
どが特定の閾値を超えて変化したことを示すインジケータを含む。
【００２３】
　インジケータが地理的インジケータの場合、インジケータを使用して、モバイルプラッ
トフォーム１１０が第１の領域１０２を通過して第２の領域１０４に入った（または間も
くなく通過して入る）ということを判断することができる（ブロック４０６）。第２のア
ンテナアレイ１３４が第２の領域１０４における動作により良く適合しているため、モバ
イルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ制御部１３６は、第１のアン
テナアレイ１３２に、停止し、第２のアンテナアレイ１３４を始動させるように指示する
ことができる（ブロック４０８）。移行中、モバイルプラットフォームに搭載されたモバ
イルコミュニケータ制御部１３６は、ハンドオフ処理を実行して、第１のアンテナアレイ
１３２と第２のアンテナアレイ１３４との使用の間の途切れのない移行を確実にすること
ができる。加えて、モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ１３
０が第１の衛星１０６と通信を継続する場合、衛星１０６がハンドオフ処理を実行するこ
とができる。代替的に、モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ
１３０が第２の衛星１０８と第２の領域１０４において通信する場合、さまざまな衛星が
ハンドオフ処理を実行して、第１の衛星１０６から第２の衛星１０８への途切れのない移
行を確実にすることができる。
【００２４】
　インジケータが信号インジケータである場合、インジケータを使用して、モバイルプラ
ットフォーム１１０が第１の領域１０２を通過して第２の領域１０４に入った（または間
もなく通過して入る）ということを判断することができる（ブロック４１０）。しかしな
がら、信号に基づいた領域の判断が地図上の境界でない場合があるため、第１のアンテナ
アレイ１３２と第２のアンテナアレイ１３４の両方をテストして、モバイルプラットフォ
ーム１１０の現在位置と動作環境とに対してどちらがより適しているかを決定することが
有利であり得る。したがって、第１のアンテナアレイ１３２を停止させようとなかろうと
、モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ制御部１３６は、第２
のアンテナアレイ１３４をテストして、第２のアンテナアレイ１３４を使用することが信
号の改善に関連するかどうかを判断することができる（ブロック４１２）。第１のアンテ
ナアレイ１３２の使用に関連する信号データを第２のアンテナアレイ１３４の使用に関連
する信号データに比較して、どちらのアンテナがより良い信号を有しているかを判断する
ことができる（ブロック４１４）。両方のアンテナからの信号を、信号センサによって継
続的に監視することができる。代替的に、両方のアンテナが「ロック」を同時に受信する
ことができ、どのリンクが「閉じる」かを決定するのにセンサを使用することができる（
双方向で通信する）ため、個別の測定を必要としない。より良い信号は、より高い信号品
質と、より大きい信号電力と、１つまたは複数の最適動作パラメータにより近い信号など
とを含むことができる。第１のアンテナアレイ１３２を使用することからの信号が、第２
のアンテナアレイ１３４を使用することからの信号よりも良い場合、モバイルプラットフ
ォームに搭載されたモバイルコミュニケータ制御部１３６は、第１のアンテナアレイ１３
２を使用することを継続し、第２のアンテナアレイ１３４を停止することを決定すること
ができる（ブロック４１６）。方法３００は終了することができ、または方法３００は、
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ループして第２のインジケータを受信するまで待ち、アンテナアレイを切り替えることが
有利であり得るということを受信すると、上記で説明した処理を繰り返す。第２のアンテ
ナアレイ１３４を使用することからの信号のほうが良い場合、モバイルプラットフォーム
に搭載されたモバイルコミュニケータ制御部１３６は、第１のアンテナアレイ１３２に、
停止し、第２のアンテナアレイ１３４を始動させることを指示することができる（ブロッ
ク４１８）。移行中、モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ制
御部１３６は、ハンドオフ処理を実行して、第１のアンテナアレイ１３２と第２のアンテ
ナアレイ１３４との使用の間の途切れのない移行を確実にすることができる。加えて、モ
バイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ１３０が第１の衛星１０６
と通信し続ける場合、衛星１０６がハンドオフ処理を実行することができる。代替的に、
モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ１３０が第２の衛星１０
８と第２の領域１０４において通信する場合、さまざまな衛星がハンドオフ処理を実行し
て、第１の衛星１０６から第２の衛星１０８への途切れのない移行を確実にすることがで
きる。
【００２５】
　本明細書を通して、複数の事例が、１つの事例として説明した構成要素、動作、または
構造を実装することができる。１つまたは複数の方法のうちの個々の動作を別々の動作と
して示し、説明したが、個々の動作のうちの１つまたは複数を同時に実行することができ
、動作を説明した順番で実行しなくてもよい。例示の構成において別々の構成要素として
提示された構造と機能とを、一体化した構造または構成要素として実装することができる
。同様に、１つの構成要素として提示された構造と機能とを、別々の構成要素として実装
することができる。これらおよび他の変形、変更、追加、および改善は、本明細書の主題
の範囲の中に含まれる。
【００２６】
　加えて、特定の実施形態を、本明細書では、論理、または多数のルーチン、サブルーチ
ン、アプリケーション、または命令を含むものとして説明した。これらは、ソフトウェア
（たとえば、機械可読媒体上で具現化されるコード）またはハードウェアのいずれかを構
成することができる。ハードウェアでは、ルーチンなどは、特定の動作を実行することが
できる有形ユニットであり、特定の方法で構成または配置することができる。例示的な実
施形態では、１つまたは複数のコンピュータシステム（たとえば、独立型の、クライアン
トコンピュータシステムまたはサーバコンピュータシステム）、またはコンピュータシス
テムの１つまたは複数のハードウェアモジュール（たとえば、プロセッサ、またはプロセ
ッサのグループ）を、本明細書で説明した特定の動作を実行するように動作するハードウ
ェアモジュールとして、ソフトウェア（たとえば、アプリケーションまたはアプリケーシ
ョンの一部）によって構成することができる。
【００２７】
　さまざまな実施形態では、ハードウェアモジュールを機械的または電子的に実装するこ
とができる。たとえば、ハードウェアモジュールは、（たとえば、フィールドプログラマ
ブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）などの専用プロ
セッサとして、）特定の動作を実行するように恒久的に構成された、専用の回路または論
理を備えることができる。ハードウェアモジュールは、また、ソフトウェアによって、特
定の動作を実行するように一時的に構成された、プログラム可能な論理または回路（たと
えば、汎用プロセッサまたは他のプログラム可能プロセッサの中に包含されたものとして
）を備えることができる。ハードウェアモジュールを機械的に、専用の恒久的に構成され
た回路で、または（たとえば、ソフトウェアによって構成された）一時的に構成された回
路で実装するという決定は、費用と時間とを考慮して行われるということが理解される。
【００２８】
　したがって、「ハードウェアモジュール」という用語が、存在物が有形の存在物を包含
し、本明細書で説明する特定の方法で動作するようにまたは特定の動作を実行するように
、物理的に構築され、恒久的に構成され（たとえば、配線で接続されている）、または一
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時的に構成されている（たとえば、プログラムされている）ことを理解すべきである。ハ
ードウェアモジュールが一時的に構成されている（たとえば、プログラムされている）実
施形態を考慮すると、ハードウェアモジュールの各々を、時間のあるインスタンスにおい
て構成またはインスタンス化する必要はない。たとえば、ハードウェアモジュールがソフ
トウェアを使用して構成された汎用プロセッサを備える場合、汎用プロセッサを、いろい
ろな時間におけるそれぞれ別のハードウェアモジュールとして構成することができる。ソ
フトウェアは、プロセッサを、たとえば、時間のあるインスタンスでは特定のハードウェ
アモジュールを構成し、時間のいろいろなインスタンスにおいていろいろなハードウェア
モジュールを構成するように、適切に構成することができる。
【００２９】
　ハードウェアモジュールは、情報を他のハードウェアモジュールに提供し、情報を他の
ハードウェアモジュールから受信することができる。したがって、説明したハードウェア
モジュールを、通信的に連結されているものとして見なすことができる。複数のそのよう
なハードウェアモジュールが同時に存在する場合、通信を、ハードウェアモジュールを接
続する（たとえば、適切な回路とバスとを介した）信号送信を通じて達成することができ
る。複数のハードウェアモジュールがいろいろな時間において構成またはインスタンス化
される実施形態では、そのようなハードウェアモジュール間の通信を、たとえば、複数の
ハードウェアモジュールがアクセスを有するメモリ構造内における情報の記憶と取り出し
とを通して達成することができる。たとえば、１つのハードウェアモジュールは、ある動
作を実行し、その動作の出力を、ハードウェアモジュールが通信的に連結されているメモ
リ製品の中に記憶することができる。その結果、さらなるハードウェアモジュールが、後
で、メモリ製品にアクセスして、記憶された出力を取り出し、処理することができる。ハ
ードウェアモジュールは、また、入力製品または出力製品との通信を開始することができ
、リソース（たとえば、情報の集合）に対して動作することができる。
【００３０】
　本明細書で説明した例示的方法のさまざまな動作を、少なくとも部分的に、関連する動
作を実行するように（たとえば、ソフトウェアによって）一時的に構成された、または恒
久的に構成された、１つまたは複数のプロセッサによって実行することができる。一時的
または恒久的に構成されているにかかわらず、そのようなプロセッサは、１つまたは複数
の動作または機能を実行するように動作する、プロセッサに実装されたモジュールを構成
することができる。本明細書で言及するモジュールは、いくつかの例示的な実施形態では
、プロセッサに実装されたモジュールを備えることができる。
【００３１】
　同様に、本明細書で説明した方法およびルーチンは、少なくとも部分的にプロセッサに
実装され得る。たとえば、方法の動作のうちの少なくともいくつかを、１つまたは複数の
プロセッサまたはプロセッサに実装されたハードウェアモジュールによって実行すること
ができる。動作のうちのいくつかの実行を、１つのマシンの中に存在しているものだけで
なく、多数のマシンに渡って展開されている１つまたは複数のプロセッサの間で分散させ
てよい。いくつかの例示的な実施形態では、プロセッサを１つの場所（たとえば、ホーム
環境、オフィス環境、またはサーバファーム内）に配置することができ、一方、他の実施
形態では、プロセッサを多数の場所に分散させてよい。
【００３２】
　動作のうちのいくつかの実行を、１つのマシンの中に存在しているものだけでなく、多
数のマシンに渡って展開されている１つまたは複数のプロセッサの間で分散させてよい。
いくつかの例示的な実施形態では、１つまたは複数のプロセッサまたはプロセッサに実装
されたモジュールを、１つの地理的場所（たとえば、ホーム環境、オフィス環境、または
サーバファーム）に配置することができる。他の例示的な実施形態では、１つまたは複数
のプロセッサまたはプロセッサに実装されたモジュールを、多数の地理的場所に分散させ
てよい。
【００３３】
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　そうでないことを特に述べていない限り、「処理する」、「計算する」、「算出する」
、「決定する」、「提示する」、「表示する」などの言葉を使用した本明細書における論
考は、１つまたは複数のメモリ（たとえば、揮発性メモリ、非揮発性メモリ、またはそれ
らの組み合わせ）、レジスタ、または情報を受信、記憶、送信、または表示する、マシン
の他の構成要素の中で物理的な（たとえば、電子、磁気、または光学の）量として表わさ
れるデータを操作または変換するマシン（たとえば、コンピュータ）の動作または処理を
指すことができる。
【００３４】
　本明細書で使用する通り、「一実施形態」への言及は、その実施形態に関連して説明す
る特定の要素、特性、構造、または特徴が、少なくとも１つの実施形態に含まれることを
意味する。「一実施形態では」という表現の本明細書の様々な場所での出現は、必ずしも
全てが同じ実施形態を指しているわけではない。
【００３５】
　いくつかの実施形態を、「連結された」と「接続された」という表現を使用して、それ
らの派生物と共に説明することができる。たとえば、いくつかの実施形態を「連結された
」という言葉を使用して説明し、２つ以上の要素が直接物理的にまたは電気的に接触して
いることを示すことができる。しかしながら、「連結された」という言葉は、また、２つ
以上の要素が互い直接接していないが、それにも関わらず互いに協働または相互作用する
ということも意味することができる。実施形態はこの文脈において限定されない。
【００３６】
　本明細書で使用する通り、「備える」、「含む」、「有する」という言葉またはそれら
の他の変形は、非排他的な包含を含むことを意図している。たとえば、要素の一覧を備え
る処理、方法、物、または装置は、必ずしもこれらの要素に限定されず、明示的に挙げら
れていない他の要素、またはそのような処理、方法、物、または装置に固有の他の要素を
含むことができる。さらに、反対のことを明示的に述べない限り、「または」は、排他的
論理和ではなく、包含的論理和のことを指す。たとえば、ＡまたはＢという条件は、以下
のうちの１つによって満たされる。Ａが真で（または存在し）Ｂが偽である（または存在
しない）、Ａが偽で（または存在せず）Ｂが真である（または存在する）、およびＡとＢ
の両方が真である（または存在する）。
【００３７】
　加えて、「１つの（ａ）」「１つの（ａｎ）」の使用は、本明細書の実施形態の要素ま
たは構成要素を説明するために用いられる。これは、単に利便性のために、また説明につ
いて一般的な感覚を与えるために行われる。本明細書およびその後の特許請求の範囲は、
それがそうでないことを意味すると明白でない限り、１つまたは少なくとも１つを含み、
単数形が複数形も含むように読まれるべきである。
【００３８】
　本発明を実施するための形態は、単に例示として解釈されるものであり、すべての可能
な実施形態を説明することは、不可能でないとしても現実的でないため、すべての可能な
実施形態を述べていない。多数の代替的な実施形態を、現在の技術または本出願の出願日
より後に開発される技術のいずれかを使用して実装することができる。
【００３９】
　態様１。さまざまな衛星と通信するためのモバイルプラットフォームに搭載されたモバ
イルコミュニケータであって、第１の周波数帯を使用した第１の地理的領域における動作
に最適化された第１のアンテナと、前記第１の周波数帯または第２の周波数帯のいずれか
を使用した第２の地理的領域における動作に最適化された第２のアンテナと、どのアンテ
ナを始動させるかを、地理的インジケータまたは信号インジケータのうちの１つまたは複
数に基づいて決定するように構成された制御部と、前記第１のアンテナ、前記第２のアン
テナ、または前記第１のアンテナと前記第２のアンテナの両方を囲むように構成された、
前記プラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータのためのレードーム筐体と、
を備える、モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ。
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【００４０】
　態様２。前記モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータが、飛行
機、自動車、または船のうちの１つに取り付けられている、態様１に記載のモバイルプラ
ットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ。
【００４１】
　態様３。前記第１の地理的領域が北極または南極に近接し、前記第２の地理的領域が赤
道に近接している、態様１または２のいずれかに記載のモバイルプラットフォームに搭載
されたモバイルコミュニケータ。
【００４２】
　態様４。前記第１の周波数帯がＫｕバンドまたはＫａバンドのうちの１つであり、前記
第２の周波数帯がＫｕバンドまたはＫａバンドのうちの１つである、態様１から３のいず
れか１つに記載のモバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ。
【００４３】
　態様５。前記地理的インジケータがＧＰＳ座標のセットである、態様１から４のいずれ
か１つに記載のモバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータ。
【００４４】
　態様６。前記信号インジケータが、信号対ノイズインジケータ、スループットインジケ
ータ、干渉インジケータ、ひずみインジケータ、または減衰インジケータのうちの１つで
ある、態様１から４のいずれか１つに記載のモバイルプラットフォームに搭載されたモバ
イルコミュニケータ。
【００４５】
　態様７。モバイルプラットフォームを使用してさまざまな衛星と通信する方法であって
、前記さまざまな衛星と、第１の周波数帯で第１のアンテナを使用して通信することであ
って、前記第１のアンテナが第１の地理的位置における動作に最適化されている、通信す
ることと、プロセッサを用いて、前記第１のアンテナを介した通信を終了させ、第２のア
ンテナを介した通信を開始することを、地理的インジケータまたは信号インジケータのう
ちの１つに基づいて決定することであって、前記第２のアンテナが第２の地理的位置にお
ける動作に最適化されている、決定することと、前記さまざまな衛星と、前記第１の周波
数帯または第２の周波数帯のいずれかで、前記第２のアンテナを使用して通信することと
、を備える、さまざまな衛星と通信する方法。
【００４６】
　態様８。前記モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータを、飛行
機、自動車、または船のうちの１つに取り付けることをさらに備える、態様７に記載のさ
まざまな衛星と通信する方法。
【００４７】
　態様９。前記第１のアンテナを北極または南極の近くでの動作に最適化することと、前
記第２のアンテナを赤道の近くでの動作に最適化することとをさらに備える、態様７また
は８のいずれかに記載のさまざまな衛星と通信する方法。
【００４８】
　態様１０。前記さまざまな衛星と、Ｋｕバンド、Ｋａバンド、または両方のうちの１つ
において通信することをさらに備える、態様７から９のいずれか１つに記載のさまざまな
衛星と通信する方法。
【００４９】
　態様１１。前記第１のアンテナを介した通信を終了させ、前記第２のアンテナを介した
通信を開始することを、前記地理的インジケータに基づいて決定することが、前記第１の
アンテナを介した通信を終了させ、前記第２のアンテナを介した通信を開始することを、
ＧＰＳ座標のセットまたは類似の位置データに基づいて決定することを備える、態様７か
ら１０のいずれか１つに記載のさまざまな衛星と通信する方法。
【００５０】
　態様１２。前記第１のアンテナを介した通信を終了させ、前記第２のアンテナを介した
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ンテナを介した通信を終了させ、前記第２のアンテナを介した通信を開始することを、信
号対ノイズインジケータ、スループットインジケータ、干渉インジケータ、ひずみインジ
ケータ、または減衰インジケータのうちの１つに基づいて決定することを備える、態様７
から１０のいずれか１つに記載のさまざまな衛星と通信する方法。
【００５１】
　態様１３。モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータを用いて通
信する方法であって、前記モバイルコミュニケータの第１のアンテナを、第１の衛星との
通信を確立するように構成することと、データパケットを前記第１の衛星と前記第１のア
ンテナを介して通信することと、地理的インジケータまたは信号インジケータのうちの１
つまたは複数を受信することと、前記地理的インジケータまたは信号インジケータのうち
の１つまたは複数に基づいて、プロセッサによって、前記第１のアンテナを介した通信を
終了させ、前記モバイルコミュニケータの第２のアンテナを介した通信を開始することを
決定することと、前記第１のアンテナを介した通信を終了させることと、前記第２のアン
テナを、前記第１の衛星または第２の衛星のうちの１つとの通信を確立するように構成す
ることと、データパケットを前記第１の衛星または前記第２の衛星のうちの１つと前記第
２のアンテナを介して通信することと、を備える、モバイルプラットフォームに搭載され
たモバイルコミュニケータを用いて通信する方法。
【００５２】
　態様１４。前記モバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータを、飛
行機、自動車、または船のうちの１つに取り付けることをさらに備える、態様１３に記載
のモバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータを用いて通信する方法
。
【００５３】
　態様１５。前記第１のアンテナを北極または南極の近くでの動作に最適化することと、
前記第２のアンテナを赤道の近くでの動作に最適化することとをさらに備える、態様１３
または１４に記載のモバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータを用
いて通信する方法。
【００５４】
　態様１６。前記第１の衛星と前記第２の衛星と、Ｋｕバンド、Ｋａバンド、または両方
のうちの１つにおいて通信することをさらに備える、態様１３から１５のいずれか１つに
記載のモバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュニケータを用いて通信する
方法。
【００５５】
　態様１７。前記第１のアンテナを介した通信を終了させ、前記第２のアンテナを介した
通信を開始することを、前記地理的インジケータに基づいて決定することが、前記第１の
アンテナを介した通信を終了させ、前記第２のアンテナを介した通信を開始することを、
ＧＰＳ座標のセットまたは類似の位置データに基づいて決定することを備える、態様１３
から１６のいずれか１つに記載のモバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミュ
ニケータを用いて通信する方法。
【００５６】
　態様１８。前記第１のアンテナを介した通信を終了させ、前記第２のアンテナを介した
通信を開始することを、前記信号インジケータに基づいて決定することが、前記第１のア
ンテナを介した通信を終了させ、前記第２のアンテナを介した通信を開始することを、信
号対ノイズインジケータ、スループットインジケータ、干渉インジケータ、ひずみインジ
ケータ、または減衰インジケータのうちの１つに基づいて決定することを備える、態様１
３から１６のいずれか１つに記載のモバイルプラットフォームに搭載されたモバイルコミ
ュニケータを用いて通信する方法。
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