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(57)【要約】
本書は、とりわけセルラー・ネットワークを介して乗物
の状態をモニターするシステム及び方法を説明するもの
である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
乗物の状態をモニターするシステムであって、
乗物の状態に関する情報を含む少なくとも１つのデータベースを持つ少なくとも１つのネ
ットワーク情報リポジトリーサーバーを備え、
前記少なくとも一つの情報リポジトリーサーバーは、前記モバイルステーションによって
感知された実際の情報に基づいて予期された乗物の状態との比較を実行するモバイルステ
ーションから更新情報を受信し、矛盾を特定した後、前記ネットワーク情報リポジトリー
サーバーに更新情報を送信する、ように構成されており、
前記ネットワーク情報リポジトリーサーバーは、モバイルステーションにブロードキャス
トあるいはマルチキャストするために携帯ネットワークに更新情報を送信し、あるいはモ
バイルステーションに携帯インターフェースを介してあるいはワイヤレスで情報を送信す
る、ように構成されている、システム。
【請求項２】
前記ネットワーク情報リポジトリーサーバーは、モバイルステーションに携帯インターフ
ェースを介してあるいはワイヤレスで情報を送信する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記ネットワーク情報リポジトリーサーバーは、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭ
Ｓ）あるいは他のメッセージング・サービスを使用してモバイルステーションに情報を送
信する、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
前記モニターされる乗物の状態は、道路の混雑を含み、前記システムは、ユーザーに特定
の時間に混雑している道路あるいは高速道路の区域に関する情報を実質的にリアルタイム
で提供するように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
前記システムは、前記ネットワーク情報リポジトリーサーバーを介して、ユーザーに特定
の時間に混雑している道路あるいは高速道路の区域に関する情報をリアルタイムで提供す
るように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
前記ネットワーク情報リポジトリーサーバーは、地理的位置座標がマップされた情報を保
存するように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
前記ネットワーク情報リポジトリーサーバーは、経時的にマップされた情報を保存するよ
うに構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
前記モバイルステーションが、自分の速度と規定の制限速度とを比較するように構成され
ていて、もし矛盾があれば、当該モバイルステーションは、前記ネットワーク情報リポジ
トリーサーバーにメッセージを送信してその矛盾を報告するものである、請求項１に記載
のシステム。
【請求項９】
前記ネットワーク情報サーバーは、乗物のナビゲーション・デバイスの視覚表示を使用し
て乗物内で交通渋滞の程度を表示するものである、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
前記視覚表示は、カラーコーディングを含むものである、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
前記乗物の状態には、道路の混雑、乗物の速度、交通事故の発見、危険あるいは乱暴な運
転あるいは危険な道路状態が含まれる、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
ハイヤー用の乗物を電子的に配車するシステムであって、
ａ）ユーザーの現在位置に関するメッセージをユーザーのモバイルステーションから受信
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するように構成されているネットワーク情報リポジトリーサーバーと、
ｂ）適切なハイヤー用の乗物をデータベースから検索するように構成されているネットワ
ーク情報リポジトリーサーバーとを備え、
ｃ）前記ネットワーク情報リポジトリーサーバーは、適切なハイヤー用の乗物を見つける
と、ハイヤー用の乗物のオペレーターに携帯ネットワークを介してメッセージを送信する
ように構成されている。
【請求項１３】
適切なハイヤー用の乗物が、少なくとも１台のタクシーを含むものである、請求項１２に
記載のシステム。
【請求項１４】
適切なハイヤー用の乗物が、前記ネットワーク情報リポジトリーサーバー上で維持されて
いる確立したデータベースに登録されており、前記ユーザーの地理的座標の十分に近くに
いる少なくとも１台のタクシーを含むものである、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
前記少なくとも１台のタクシーが、空席かそうでないかの状態を特定するメッセージを送
信する、請求項１４に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本出願は、ワイヤレス通信に関するものであり、特に、なかんずくセルラー・ブロードキ
ャストを使って乗物を管理する方法及びシステム、より詳細には、幾つかの実施例におい
ては、道路混雑管理に関するものである。
【０００２】
本ＰＣＴ出願は、２００６年７月１１日付け出願に係る米国特許出願第１１／４５６，８
２４号と２００５年１０月１１日付け出願に係る米国仮出願第６０／５９６，６５９号の
優先権の主張を伴うものであり、その開示内容はレファレンスとしてそっくりそのまま本
願に導入される。また、ネットワーク・ディスカバリー・メカニズムと題する本願の譲受
人の２００５年１１月７日付け出願に係る米国特許出願第１１／２６７，５９０号もレフ
ァレンスとしてそっくりそのまま本願に導入される。
【背景技術】
【０００３】
ネットワークとインターネットプロトコル
【０００４】
多数のコンピューター・ネットワークの種類が存在する中、インターネットが最も知られ
ている。インターネットは、コンピューター・ネットワークの世界的ネットワークである
。現在、インターネットは、何百万という人々が利用できる公共で自立したネットワーク
である。インターネットは、ＴＣＰ／ＩＰ（即ち、トランスミッション・コントロール・
プロトコル／インターネット・プロトコル）という一連の通信プロトコルを使用してホス
トに接続する。インターネットは、インターネット・バックボーンとして知られる情報通
信基盤を持つ。主にインターネット・バックボーンへのアクセスは、アクセスを企業及び
個人に転売するインターネット・サービス・プロバイダ（ＩＳＰ）により制御される
【０００５】
ＩＰ（インターネット・プロトコル）は、データが１つのデバイス（例えば、電話、ＰＤ
Ａ［パーソナル・デジタル・アシスタント］、コンピューターなど）からネットワーク上
の別のデバイスに送信されるプロトコルである。現在、例えば、ＩＰｖ４、ＩＰｖ６など
を含む多様な種類のＩＰが存在する。ネットワークの各ホストデバイスは、独自の特有の
識別子であるＩＰアドレスを少なくとも一つは持つ。ＩＰは、コネクションレス・プロト
コルである。通信中のエンドポイントの通信の接続は継続的ではない。ユーザーがデータ
あるいはメッセージを送信あるいは受信した時、そのデータあるいはメッセージは、パケ
ットという要素に分割される。それぞれのパケットは、独立したユニットあるいはデータ
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として扱われる。
【０００６】
インターネットあるいは同様のネットワークでのポイントの間の通信を標準化するために
、ＯＳＩ（オープン・システム・インターコネクション）モデルが設定された。ＯＳＩモ
デルは、ネットワークにおける２つのポイント間の通信プロセスをそれぞれの層が独自の
一連の機能を持つ７つのスタックされた層に分ける。それぞれのデバイスは、送信エンド
ポイントでは各層を下降する流れ、受信エンドポイントでは各層を上昇する流れがあるよ
うにメッセージを処理する。７層の機能を提供するプログラミング及び／又はハードウェ
アは、通常、デバイス・オペレーティング・システム、アプリケーション・ソフトウェア
、ＴＣＰ／ＩＰ及び／又は他のトランスポート及びネットワークプロトコル、及び他のソ
フトウェア及びハードウェアの組み合わせである。
【０００７】
通常は、メッセージがユーザからあるいはユーザに渡る時、上の４層が使用され、メッセ
ージがデバイス（例えば、ＩＰホスト・デバイス）を通過する時は、下の３層が使用され
る。ＩＰホストは、サーバー、ルータあるいはワークステーションなどのＩＰパケットを
送信及び受信することができるネットワークにおけるあらゆるデバイスである。他のホス
トに送信されるメッセージは、上層には送信されないが、その他のホストに転送される。
以下は、ＯＳＩモデルの層のリストである。第７層（即ち、アプリケーション層）は、例
えば、通信パートナーの特定、サービスの質の特定、ユーザの認証及びプライバシーの検
討、データ構文の制限の特定などが行われる層である。第６層（即ち、プレゼンテーショ
ン層）は、例えば、着信及び送信されるデータをある表示書式から別の表示書式に変換す
る層である。第５層（即ち、セッション層）は、例えば、アプリケーション間の会話、や
りとり及び対話をセットアップ、調整、及び終了する層である。第４層（即ち、トランス
ポート層）は、例えば、エンド・ツー・エンド制御及びエラーチェックなどを管理する層
である。第３層（即ち、ネットワーク層）は、例えば、ルーティング及び転送などを処理
する層である。第２層（即ち、データリンク層）は、例えば、物理的な配置の同期化の提
供、ビット・スタッフィング、及び伝送プロトコルの知識及び管理の提供などを行う層で
ある。米国電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）は、データリンク層を、物理的層のデータ転
送のやりとりを制御するＭＡＣ（メディア・アクセス・コントロール）層と、ネットワー
ク層とインターフェース接続及びコマンドを解釈してエラー回復を行うＬＬＣ（ロジック
・リンク制御）層の更に２つの副層に分類する。第１層（即ち、物理的層）は、例えば、
物理レベルでビットストリームをネットワークで運送する層である。ＩＥＥＥは、同物理
的層をＰＬＣＰ（物理層コンバーゼンス処置）副層とＰＭＤ（物理的媒体依存）副層に分
類する。
【０００８】
ワイヤレス・ネットワーク
【０００９】
ワイヤレス・ネットワークは、携帯及び無線電話、ＰＣ（パーソナル・コンピューター）
、ラップトップ・コンピューター、ウェアラブル・コンピューター、コードレス電話、ポ
ケベル、ヘッドホン、プリンター、ＰＤＡ (パーソナル・デジタル・アシスタント)など
の様々な種類のモバイル機器を組み入れることが出来る。例えば、モバイル機器は、声及
び／又はデータの高速ワイヤレス・トランスミッションを確保するためにデジタル・シス
テムを含む。通常、モバイル・デバイスは、以下の幾つかあるいは全ての要素を含む：ト
ランシーバー（即ち、例えば、統合トランスミッター、レシーバー及び望まれる場合は他
の機能を持つ単一チップトランシーバーを含むトランスミッターとレシーバー）；アンテ
ナ；プロセッサー；１つあるいはそれ以上のオーディオ・トランスデゥーサー（例えば、
音声通信デバイスのスピーカーあるいはマイク）；電磁データ・ストレージ（データ処理
が提供されるデバイスなどのＲＯＭ、ＲＡＭ、デジタル・データ・ストレージなど）；メ
モリー；フラッシュ・メモリー；フル・チップ・セットあるいは集積回路；インターフェ
ース（ＵＳＢ，ＣＯＤＥＣ，ＵＡＲＴ，ＰＣＭなど）及び／又は同様のものである。
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【００１０】
モバイル使用者がワイヤレス接続を通してローカルエリア・ネットワーク（ＬＡＮ）に接
続できる無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）が、ワイヤレス通信に使用される。ワイヤレス通信は、
光、赤外線、電磁波、マイクロ波などの電波を通して伝播する通信を含む。現在、ブルー
トゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）、ＩＥＥＥ　８０２．１１及びＨｏｍｅＲＦなど多様な
ＷＬＡＮ基準が存在する。
【００１１】
例えば、ブルートゥース製品は、モバイル・コンピューター、モバイル電話、携帯デバイ
ス、パーソナル・デジタル・アシスタント（ＰＤＡ）及び他のモバイル・デバイスをリン
クしてインターネット接続を提供するために使用される。ブルートゥースは、モバイル・
デバイスは、短距離ワイヤレス接続を使用して簡単にお互い及びモバイルではないデバイ
スと接続できるかについて詳述するコンピューティング及び電子通信企業のスペシフィケ
ーションである。ブルートゥースは、それぞれのデバイスのデータを同期化及び一致し続
ける多様なモバイル・デバイスの急増から生じるエンドユーザーの問題を対処するデジタ
ル・ワイヤレス・プロトコルを作成することにより、異なるベンダーによる機器がシーム
レスに連携することを可能にする。ブルートゥースデバイスは、一般的なネーミングのコ
ンセプトに従って名付けられる。例えば、ブルートゥース・デバイスは、ブルートゥース
・デバイス・ネーム（ＢＤＮ）あるいは特有のブルートゥース・デバイス・アドレス（Ｂ
ＤＡ）と関連する名前を持つ可能性がある。ブルートゥース・デバイスがＩＰネットワー
クで機能する場合、ＩＰアドレス及びＩＰ（ネットワーク）ネームが提供される。従って
、ＩＰネットワークに加わるように構成されているブルートゥース・デバイスは、例えば
、ＢＤＮ，ＢＤＡ，ＩＰアドレス及びIPネームを含む可能性がある。「ＩＰネーム」とい
う用語は、インターフェースのＩＰアドレスに対応するものである。
【００１２】
ＩＥＥＥ　８０２．１１は、ワイヤレスＬＡＮ及びデバイスの技術を詳述するものである
。８０２．１１を使用することにより、1つ1つのベースステーションが、多数のデバイス
に対応するワイヤレス・ネットワーキングが可能になる。幾つかの例において、デバイス
には、あらかじめワイヤレス・ハードウェアが装備されていて、あるいはユーザがカード
などアンテナを含む場合のある別のハードウェアの一部をインストールする。一例として
、８０２．１１に使用されるデバイスは、通常、デバイスがアクセス・ポイント（ＡＰ）
、モバイル・ステーション（ＳＴＡ）、ブリッジ、ＰＣＭＣＩＡカードあるいは別のデバ
イスであるか否かにかかわらず、無線トランシーバー、アンテナ、及びネットワークにお
けるポイント間のパケット・フローを制御するＭＡＣ（メディア・アクセス・コントロー
ル）層の３つの要素を含む。
【００１３】
また、マルチプル・インターフェース・デバイス（ＭＩＤ）は、幾つかのワイヤレス・ネ
ットワークに使用される。マルチプル・インターフェース・デバイス（ＭＩＤ）は、ブル
ートゥース・インターフェースや８０２．１１インターフェースなどの２つの独立したネ
ットワーク・インターフェースを含むため、マルチプル・インターフェース・デバイス（
ＭＩＤ）が２つ別々のネットワークに参加したりブルートゥース・デバイスとインターフ
ェースすることを可能にする。マルチプル・インターフェース・デバイス（ＭＩＤ）は、
ＩＰアドレスとそのＩＰアドレスに関連する共通のＩＰ（ネットワーク）ネームを持つ。
【００１４】
ワイヤレス・ネットワーク・デバイスは、ブルートゥース・デバイス、マルチプル・イン
ターフェース・デバイス（ＭＩＤ）、８０２．１１ｘデバイス（例えば、８０２．１１ａ
，８０２．１１ｂ，及び８０２．１１ｇデバイスを含むＩＥＥＥ　８０２．１１デバイス
）、ＨｏｍｅＲＦ（ホーム・ラジオ周波数）デバイス、Ｗｉ－Ｆｉ（ワイヤレス・フィデ
リティ）デバイス、ＦＰＲＳ（ジェネラル・パケット・ラジオ・サービス）デバイス、３
Ｇ携帯デバイス、２．５Ｇ携帯デバイス、ＧＳＭ（モバイル通信のグローバル・システム
）、ＥＤＧＥ（ＧＳＭエヴォルーションの高度データ）デバイス、ＴＤＭＡタイプ（時間
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割多重アクセス）デバイス、あるいはＣＤＭＡ２０００を含むＣＤＭＡタイプ（コード分
割多元アクセス）デバイスである。各ネットワークデバイスは、ＩＰアドレス、ブルート
ゥース・デバイス・アドレス、ブルートゥース・コモンネーム、ブルートゥースＩＰアド
レス、ブルートゥースＩＰコモンネーム、８０２．１１ＩＰアドレス、８０２．１１ＩＰ
コモンネーム、あるいはＩＥＥＥ　ＭＡＣアドレスを含む多様な種類のアドレスを含むが
、それらには限定されない。
【００１５】
ワイヤレス・ネットワークは、例えば、モバイルＩＰ（インターネット・プロトコル）シ
ステム、ＰＣＳシステム、及び他のモバイル・ネットワーク・システムに使用される方法
及びプロトコルを含む場合がある。モバイルＩＰは、インターネット・エンジニアリング
・タスク・フォース（ＩＥＴＦ）が作成した標準通信プロトコルに関するものである。モ
バイルＩＰの場合、モバイル・デバイス使用者は、一度指定されるＩＰアドレスを保持し
てネットワークを移動する。リクエスト・フォー・コメント（ＲＦＣ）３３４４を参照。
注：ＲＦＣは、インターネット・エンジニアリング・タスク・フォース（ＩＥＴＦ）の公
文書である。モバイルＩＰは、インターネット・プロトコル（ＩＰ）を強化し、ホームネ
ットワーク以外に接続する場合にモバイル・デバイスにインターネット・トラフィックを
転送する手段を増やす。モバイルＩＰは、各モバイル・ノードにホームネットワークにお
けるホームアドレス及びネットワーク及びそのサブネット内におけるデバイスの現在の位
置を特定する気付アドレス（ケア・オブ・アドレス（ＣｏＡ））を指定する。ホームネッ
トワークにおけるモビリティ・エージェントは、それぞれのホームアドレスとそのケア・
オブ・アドレスを関連付ける。モバイル・ノードは、例えば、インターネット・コントロ
ール・メッセージ・プロトコル（ＩＣＭＰ）などのプロトコルを使用してケア・オブ・ア
ドレスが変わるたびにホームエージェントにバインディング・アップデートを送信する。
【００１６】
　基本的なＩＰルーティングにおいて、ルーティング・メカニズムは、それぞれのネット
ワーク・ノードが常にインターネットに接続点を持ち、各ノードのＩＰアドレスが接続さ
れているネットワーク・リンクを特定するという仮定に依存する。本書において、「ノー
ド」という用語は、データ送信の再配分ポイントあるいはエンド・ポイントを含むうえ、
他のノードへの通信を認識、処理、及び／又は転送することのできる接続点を含むもので
ある。例えば、インターネット・ルーターは、デバイスのネットワークを特定するＩＰア
ドレスのプレフィックスあるいは同様のものを調査する。次に、ルーターは、ネットワー
クのレベルで、例えば、特定のサブネットを特定する一連のビットを調査する。次に、ル
ーターは、サブネットのレベルで、例えば、特定のデバイスを特定する一連のビットを調
査する。通常のモバイルＩＰ通信において、ユーザーが、モバイル・デバイスをインター
ネットから切り新たなサブネットに再接続しようとした場合、同デバイスは、新たなＩＰ
アドレス、適切なネットマスク及びデフォルト・ルーターに再設定されなければならない
。そうでない場合、ルーティング・プロトコルは、パケットを適切に送信することができ
ない。
【００１７】
ネットワーク・ディスカバリー
【００１８】
将来のモバイル通信システムは、異種ラジオ・アクセス技術の統合を目標とする。それら
の技術は、例えば、ＰＡＮ（とても狭いサービス範囲のパーソナル・エリア・ネットワー
ク）、ＷＬＡＮ（比較的に大きいサービス範囲のローカル・エリア・ネットワーク）、そ
してＷＡＮ（例えば、携帯あるいはＷｉＭａｘなど比較的にサービス範囲が広いワイド・
エリア・ネットワーク）を構成する。統合が焦点であるため、必要条件は、単に相互作用
するものよりも厳しい。ある必要条件は、偏在的そして透過的なサービスプロビジョニン
グをもつそれらの異種ラジオ・アクセス技術を世界的にロームさせることである。グロー
バル・ローミングは、以下を要求する素早い垂直ハンドオーバーの効率的な方法を必要と
する：
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ａ）事前に特定のネットワーク要素を特定すること；そして
ｂ）事前にそれらのネットワーク要素とモバイル・ステーション（ＭＳ）が通信すること
である。
【００１９】
ネットワーク要素を特定することは、ＩＰ（アクセス・ポイント）、ルーター、ＤＨＣＰ
サーバー（動的ホスト構成プロトコル）及びＡＡＡ（認証、許可及び会計）、ＰＡＮＡ（
アクセスネットワーク認証をもつプロトコル）サーバーそして時にはＳＩＰサーバー（セ
ッション開始プロトコル）などの幾つかの認証サーバーの存在を確定することである。
【００２０】
ネットワーク要素との通信は、例えば、積極的なセキュリティーの関連付けとＩＰアドレ
スを入手するためのネットワークに関する一般情報、下層に関する情報及び上層サービス
に関する入手可能な情報のフェッチングのためのメッセージの交換を構成する。ネットワ
ーク要素を特定することとそれらと通信することをネットワーク・ディスカバリーという
。
【００２１】
ネットワーク・ディスカバリーに関する関心が最近増えている。幾つかの技術が提案され
たが、多少の不利点がある。とりわけ、知られている「ネットワーク・ディスカバリー」
の方法は、２段階のアプローチを中心とする。
【００２２】
第１段階：ＮＩＲ（ネットワーク情報リポジトリー）を設置して報告エージェント（ＲＡ
）を使用してネットワーク情報を入れる。報告エージェント（ＲＡ）は、ドメインにおけ
るネットワーク要素に関する情報を収集してネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）に
送信する。（例えば、特定のネットワーク要素が付着／離れるあるいは使用可能／使用不
可能になった場合、その情報がネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）に報告される。
）報告エージェント（ＲＡ）は、その時そのドメインに居合わせた通常のモバイル・ステ
ーション（ＭＳ）である。ＮＩＲ（即ち、ネットワーク情報リポジトリー）は、文献にお
いてネットワーク情報データベースあるいはメディア独立型情報サーバーとも呼ばれる。
【００２３】
第２段階：同ドメインの新しいモバイル参加者によるＮＩＲ情報の再使用。即ち、新しい
ドメインに入った如何なるモバイル・ステーション（ＭＳ）は、そのドメインにおけるネ
ットワーク要素についてネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）に尋ねることができる
。ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）には、そのドメインに以前にいた報告エージ
ェント（ＲＡ）があった。モバイル・ステーション（ＭＳ）は、あらゆるラジオ・インタ
ーフェース（例えば、８０２．１１アクセス・ネットワーク、３ＧＰＰあるいは３ＧＰＰ
２ネットワークなど）からネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）にアクセスしてあら
ゆるドメインのネットワーク要素に関する情報を事前にリクエストすることができる。
【００２４】
上記の両方の段階において多数の不利点が存在する。第１段階（ネットワーク情報リポジ
トリー（ＮＩＲ）に情報を加入）では、あるドメインにたまたま入った全てのモバイル・
ステーション（ＭＳ）は、前のあるいは通過したモバイル・ステーション（ＭＳ）がネッ
トワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）を既に更新したことを知らないため通過しているド
メインに関する同じ情報を送信／複製し続ける。そうすることで、ネットワーク情報リポ
ジトリー（ＮＩＲ）を、不要に複製情報を処理し続させるだけではなく理由もなくネット
ワークにシグナリング負担をもたらす。
【００２５】
第２段階（ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）情報の再利用）において、先行する
方法は、モバイル・ステーション（ＭＳ）がネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）の
到達可能な位置を知っていることを前提としている。その方法は、モバイル・ステーショ
ン（ＭＳ）がネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）の到達可能な位置を知らない場合
は上手く機能しないあるいは不十分である。
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【００２６】
本発明は、とりわけ、技術背景における前記システムと方法に係る多様な進展と改良点を
提供するものである。
【００２７】
レファレンス
【００２８】
また、本発明は、とりわけ、以下のレファレンスにおいて説明される技術背景のシステム
と方法に係る多様な進展と改良点を提供するものであり、そのレファレンスの開示内容は
レファレンスとしてそっくりそのまま本願に導入される。
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．０４１、第３ジェネレーション・パートナーシ
ップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）、Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　
Ｇｒｏｕｐ　Ｔｅｒｍｉｎａｌｓ、Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ｒｅａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ
　Ｃｅｌｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＣＢＳ）（リリース１から７）（ｈ
ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇ／ｆｔｐ／Ｓｐｅｃｓ／ａｒｃｈｉｖｅ／２３＿
ｓｅｒｉｅｓ／２３．０４１／）
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ　３１．１０２、第３ジェネレーション・パートナーシ
ップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）、Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　
Ｇｒｏｕｐ　Ｔｅｒｍｉｎａｌｓ、Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ（ＵＳＩＭ
）アプリケーション（リリース１から７）（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇ／
ｆｔｐ／Ｓｐｅｃｓ／ａｒｃｈｉｖｅ／３１＿ｓｅｒｉｅｓ／３１．１０２／）
【非特許文献３】ＩＥＥＥ　８０２．２１　メディア独立型ハンドオーバー・サービス、
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｅｅｅ８０２．ｏｒｇ／２１／、Ｉ．Ｅ．Ｅ．Ｅ．８０２．２
１　書類番号第２１－０５－０２４０－０１－０００（例えば、２００５年５月に提出さ
れたもの）。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２９】
本発明は、上述した及び／又は他の背景技術及び／又はそれらの問題点を改善するもので
ある。
【００３０】
幾つかの実施例によると、乗物の状態をモニターするシステムが提供され、そのシステム
には、乗物の状態に関する情報を含む少なくとも一つのデータベースを持つ少なくとも一
つのネットワーク情報リポジトリーサーバー、モバイルステーションが感知した実際の情
報に基づいて予期された乗物の状態との比較を実行するモバイルステーションから情報更
新を受信し、矛盾があれば、ネットワーク情報リポジトリーサーバーに更新情報を送信す
るように構成されている前記少なくとも一つの情報リポジトリーサーバー、及びモバイル
ステーションにブロードキャストあるいはマルチキャストするために携帯ネットワークに
更新情報を送信し、あるいはモバイルステーションにワイヤレスであるいは携帯インター
フェースを介して情報を送信するように構成されているネットワーク情報リポジトリーサ
ーバーが含まれる。
【００３１】
幾つかの実施例において、ネットワーク情報リポジトリーサーバーは、モバイルステーシ
ョンに携帯インターフェースあるいはワイヤレスを介して情報を送信する。幾つかの実施
例において、ネットワーク情報リポジトリーサーバーは、ショート・メッセージ・サービ
ス（ＳＭＳ）あるいは他のメッセージ・サービスを使用してモバイルステーションに情報
を送信する。幾つかの実施例によると、モニターされる乗物の状態には、道路混雑が含ま
れ、システムは、実質的にリアルタイムで、ユーザーに特定の時間に混雑している道路あ
るいは高速道路の区域に関する情報を提供するように構成されている。幾つかの実施例に
よると、そのシステムは、ネットワーク情報リポジトリーサーバーを介してリアルタイム
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でユーザーに特定の時間に混雑している道路あるいは高速道路の区域に関する情報を提供
するように構成されている。
【００３２】
幾つかの例において、モバイルステーションは、自分の速度と規定の制限速度とを比較す
るように構成されていて、矛盾する場合、モバイルステーションは、ネットワーク情報リ
ポジトリーサーバーにメッセージを送信してその矛盾を報告する。幾つかの実施例におい
て、ネットワーク情報サーバーは、乗物のナビゲーション・デバイスの視覚表示を使用し
て乗物内に交通渋滞の程度を表示し、ある場合は、その視覚表示はカラーコーディングを
含む。ある環境では、乗物の状態には、道路の混雑、乗物の速度、交通事故の発見、危険
あるいは乱暴な運転あるいは危険な道路状態が含まれる。
【００３３】
他の幾つかの実施例によると、以下を含むハイヤー用の乗物を電子的に配車するシステム
が開示される。ａ）ユーザーの現在の位置に関するメッセージをユーザーのモバイルステ
ーションから受信するように構成されているネットワーク情報リポジトリーサーバー、ｂ
）適切なハイヤー用の乗物をデータベースから検索するように構成されているネットワー
ク情報リポジトリーサーバー、そしてｃ）適切なハイヤー用の乗物を見つけると、ハイヤ
ー用の乗物のオペレーターに携帯ネットワークを介してメッセージを送信するように構成
されたネットワーク情報リポジトリーサーバー。ある場合、適当なハイヤーの乗物には、
少なくとも１つのタクシーが含まれる。他の実施例において、適当なハイヤー用の乗物は
、ネットワーク情報リポジトリーサーバーで維持されている確立したデータベースに登録
されているうえ、ユーザーの地理的座標の十分に近くにいる少なくとも１台のタクシーを
含むものである。
【００３４】
多様な実施例の上記の及び／又は他の態様、特性及び／又は利点は、添付の図面と共に以
下に説明される。多様な実施例は、適切な場合、異なる態様、特性及び／又は利点を含む
及び／又は除外する。また、適切な場合、多様な実施例は、他の実施例の１つあるいはそ
れ以上の態様あるいは特性を組み合わせる。特定の実施例の態様、特性及び／又は利点の
説明は、他の実施例あるいはクレームを限定するものであると解釈されるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
本発明の好ましい実施形態は、添付図面は、限定としてではなく、例示として示されてい
る。
【００３６】
【図１】図１は、幾つかの具体例に係るセルラー・システムのセル・ブロードキャスト・
センター（ＣＢＣ）とインターフェース接続されたネットワーク・インターフェース・リ
ポジトリー（ＮＩＲ）の具体例を表示するアーキテクチャー図である。
【図２】図２は、アクティブ・モードでＭＣが実行するプロセスステップの具体例を表示
するフロー図である。
【図３】図３は、アクティブ・モードでＭＣが実行するプロセスステップの具体例を表示
するフロー図である。
【図４】図４は、パッシブ・モードでＭＣが実行するプロセスステップの具体例を表示す
るフロー図である。
【図５】図５は、幾つかの実例的ネットワーク要素のコンポーネントの具体例を表示する
具体的アーキテクチャー図である。
【図６】図６は、幾つかの具体例における幾つかの具体的デバイス・コンポーネントを表
す具体的アーキテクチャー図である。
【図７】図７は、複数のインターフェースを持つモバイル・デバイスが複数のネットワー
クと通信する環境を表す具体例のアーキテクチャー図である。
【図８】図８は、幾つかの実施例に係るネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）とＣＢ
Ｃブロードキャストと通信する道路を走る複数の乗物を説明する説明図である。



(10) JP 2009-512351 A 2009.3.19

10

20

30

40

50

【図９】図９は、幾つかの具体例に係る乗物地理的測位システムの表示の具体例の説明図
である。
【図１０】図１０は、本発明の幾つかの好ましい実施例に係るタクシー配車スキームの説
明図である。
【図１１】図１１は、幾つかの具体例に係る実例的ブロードキャスト・マルチキャスト・
サービス・センター（ＢＭＳＣ）とインターフェース接続されたネットワーク・インター
フェースリポジトリー（ＮＩＲ）を表示するアーキテクチャー図である。
【図１２】図１２は、図１と図１１に表示された実施例の好ましい実施に共通するアーキ
テクチャーを表示する説明図である。
【図１３】図１３は、本発明の幾つかの実施例に係る実例的３ＧＰＰアーキテクチャーの
改良を表示する説明図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
本発明は、多数の異なる形態で具体化されているが、多数の実施例は、本開示は本発明の
原理の例を提供するものであり、その実施例は本発明を本書に説明及び/又は図解された
好ましい実施形態に限定するものではないという了解の下で、本書において説明されてい
る。
【００３８】
アーキテクチャーの具体例
【００３９】
好ましい実施例には、例えば、それぞれが当該技術に関して知られているコンピューター
要素を含む、例えば、ラジオ・ネットワーク・コントローラー（ＲＮＣ）、セル・ブロー
ドキャスト・センター（ＣＢＣ）、ネットワーク・インターフェース・リポジトリー（Ｎ
ＩＲ）、アクセスポイント（ＡＰ）、モバイルステーション（ＭＳ）などのデバイスが使
用される。一例として、それぞれのデバイスは、データ処理機能と、例えば、プロセッサ
ー、データ・ストレージ、メモリー、そして例えば、トランシーバー及び／又は本開示に
基づいて当業者が理解できる適当な他のコンポーネントを含むデータ送信／受信方法など
の基本コンピューター要素を含む当該技術に関して知られているハードウェア及び／又は
ソフトウェア要素を含む。実例として、図５は、モバイル・デバイスが通信できるワイヤ
レス・アクセスポイントを含む幾つかの実例的及び発明をこれに制限しない実施例におい
て使用できる幾つかの実例的アーキテクチャー要素を表示するものである。図５は、符号
「２１」として示されたワイヤレス・ローカルエリア・ネットワーク（ＷＬＡＮ）に接続
する実例的有線ネットワーク２０を示すものである。ＷＬＡＮ２１は、アクセスポイント
（ＡＰ）２２と多数のユーザー・ステーション２３、２４を含む。例えば、有線ネットワ
ーク２０は、インターネットあるいは企業データ処理ネットワークを含む。例えば、アク
セスポイント２２は、ワイヤレス・ルーターで、ユーザー・ステーション２３、２４は、
例えば、携帯型コンピューター、パーソナル・デスクトップ・コンピューター、ＰＤＡ、
携帯ボイス・オーバーＩＰ電話及び／又は他のデバイスである。アクセスポイント２２も
、有線ネットワーク２１にリンクされたネットワーク・インターフェース２５と、ユーザ
ー・ステーション２３、２４と通信するワイヤレス・トランシーバー２６を備えている。
例えば、ワイヤレス・トランシーバー２６は、ユーザー・ステーション２３、２４と無線
あるいはマイクロ波周波数通信のためのアンテナ２７を備えている。アクセスポイント２
２は、プロセッサー２８、プログラム・メモリー２９、そしてランダム・アクセス・メモ
リー３１をも備えている。ユーザー・ステーション２３は、アクセスポイント・ステーシ
ョン２２と通信するためのアンテナ３６を含むワイヤレス・トランシーバー３５を備えて
いる。同様に、ユーザー・ステーション２４は、アクセスポイント２２と通信するための
ワイヤレス・トランシーバー３８とアンテナ３９を備えている。一例として、幾つかの実
施例において、それらのアクセスポイント（ＡＰ）内にユーザー識別を使用しても良く、
かつ／又はモバイル・ノードあるいはユーザーステーション内にサプリカントあるいはピ
アを使用しても良い。
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【００４０】
図６は、本発明の幾つかの実施例において、例えば、アクセスポイント、モバイルステー
ション及び／又は他のデバイスなどのデバイスにより実行されるコンピューター制御のプ
ロセスステップを実行するのに使用される実例的コンピューターあるいはコントロール・
ユニットを表示するものである。幾つかの実施例において、コンピューターあるいは制御
ユニットは、バス３２６上で一連のインプット／アウトプット（Ｉ／Ｏ）デバイス３２４
と通信する中央演算処理装置（ＣＰＵ）３２２を備えている。Ｉ／Ｏデバイス３２４は、
例えば、キーボード、モニター、及び／又は他のデバイスを備えている。ＣＰＵ３２２は
、バス３２６上でコンピューター可読媒体３２８（例えば、標準的な揮発性あるいは不揮
発性データ・ストレージ・デバイス）と通信する。ＣＰＵ３２２、Ｉ／Ｏデバイス３２４
、バス３２６とメモリー３２８の相互作用は、当該技術において既知である。メモリー３
２８は、例えば、データ３３０を含む。メモリー３２８は、ソフトウェア３３８も保存す
る。ソフトウェア３３８は、プロセスのステップを実行する多数のモジュール３４０を含
む。それらのモジュールを実施するために標準的なプログラミング技術が使用される。メ
モリー３２８は、上述した及び／又は他のデータファイルも保存する。幾つかの実施例に
おいて、本書において説明される多様な方法は、コンピューターシステムに使用されるコ
ンピューター・プログラム製品を介して実施される。それらの実施は、例えば、コンピュ
ーター可読媒体（例えば、ディスケット、ＣＤ－ＲＯＭ，ＲＯＭあるいは同様のもの）に
固定された、あるいはモデムあるいは同様のものなどのインターフェース・デバイスを介
してコンピューター・システムに送信可能な一連のコンピューター命令を含む。通信媒体
は、実質的に実体がある（例えば、通信回線）及び／又は実質的に実体がない（例えば、
マイクロ波、光、赤外線などを使用するワイヤレス・メディア）ものであっても良い。コ
ンピューター命令は、多様なプログラミング言語で作成され及び／又はセミコンダクタ・
デバイス（例えば、チップあるいはサーキット）、磁気装置、光学デバイス及び／又は他
のメモリーデバイスなどのメモリーデバイスに保存される。多様な実施例において、送信
にはあらゆる適切な通信技術が使用される。
【００４１】
好ましい実施例の議論
【００４２】
好ましい実施例は、とりわけ、上述した及び／又は他の不利点を克服する幾つかの新しい
具体的方法及びシステムを提供するものである。
【００４３】
図１は、本発明の幾つかの具体例と発明をこれに限定するものではない実施例の具体的ア
ーキテクチャーを示すものである。図１に示すように、セル・ブロードキャスト・センタ
ー（ＣＢＣ）と通信する少なくとも１つのネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）（符
号１を参照）が提供される。具体例において、以下に説明されるように、複数のネットワ
ーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）が段階的に配列される。しかしながら、他の実施例にお
いて、例えば、単一のネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）だけのものなど、段階的
ではない構造を使用しても良い。図１に示すように、セル・ブロードキャスト・センター
（ＣＢＣ）は、例えば、図１のＵＴＲＡＮボックスに表示されている２つのうち１つのベ
ース・ステーションなどのベースステーションあるいは同様のものを介してブロードキャ
ストを達成するラジオ・ネットワーク・コントローラー（ＲＮＣ）を介してセルラー・ブ
ロードキャストを達成するのに使用される。また、説明されているように、ベースステー
ションは、例えば、ＷＬＡＮとモバイルステーション（ＭＳ）などが設置される１つある
いはそれ以上のネットワーク内に、図において６面のセルにより具体的に説明されている
携帯サービスエリアを持つ。
【００４４】
図７は、望ましい場合、本発明のコンポーネントが使用される具体的環境の実例的及び発
明がこれに限定されることはない概略的アーキテクチャー図を示すものである。表示され
ているように、モバイルステーション（ＭＳ）は、望ましくはＷＬＡＮあるいは同様のも
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ののアクセスポイントと表示されているセルラーネットワークのベースステーション（Ｂ
Ｓ）と同様のものの通信を可能にする複数のインターフェースを持つ。特に、同具体例は
、モバイル・デバイス１が、ベースステーション２Ａ、２Ｂ及びアクセスポイント３Ａ、
３Ｂと通信するためのインターフェースを持つ具体的ネットワーク設定を表示する。この
具体例において、ベースステーション２Ａと２Ｂは、電話交換網（ＰＳＴＮ）１２と通信
するコール・エージェント７と代わりに通信するベースステーション・コントローラー４
と通信する。アクセスポイント３Ａと３Ｂは、例えば、ＩＰネットワーク・アクセスポイ
ントを含み、電話交換網１２へのトランキング・ゲートウェイ１１を介して代わりに、例
えば、インターネットなどのＩＰネットワーク１０と通信するルーター６と通信するゲー
トウェイ５と通信する。
【００４５】
新しいアプローチの好ましい実施例において、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）
（例えばサーバー・コンピューターを含む）は、以下の機能を実行することができる：
【００４６】
１．　ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、少なくとも幾つかのネットワーク要
素が付着あるいは分離したか否かについて最初に発見するモバイルステーション（ＭＳ）
を介してあらゆるドメインのネットワーク要素の更新情報だけを受信する。従って、ある
いドメインに入った全てのモバイルステーション（ＭＳ）が何度も同じ情報の送信を強要
されることはない。そうすることで、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、複製
情報の処理から救済されて、ネットワークのシグナリング量も低減される。
【００４７】
２．ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、地理的座標と時間が断定的にマップさ
れたネットワーク要素の情報を保存する。好ましくは２つの種類の保存情報がある：「主
要情報」と「二次情報」である。主要情報は、例えば、利用可能なネットワークのＳＳＩ
Ｄ、ＤＨＣＰサーバーのアドレスそして認証サーバーなどのアドレスを含む。二次情報は
、主にネットワーク機能で構成される。そのような場合、多様な実施例において、それぞ
れのモバイル・デバイスが知りたいネットワーク機能は、特定のモバイル・デバイスの機
能とアプリケーションによって大幅に異なる。従って、二次情報は、例えば、上層情報及
び／又は下層に関する詳細情報を含む追加的情報である。例えば、サポートされるセキュ
リティー・プロトコルの種類（例えば、オープン・アクセス・コントロール、ユニバーサ
ル・アクセス・コントロールあるいは８０２．１ｘアクセス・コントロールなど）、サポ
ートされるインターネット・プロトコルの種類（例えば、ＩＰｖ４、ＩＰｖ６など）、Ｑ
ｏＳのサポート、他のネットワークとの相互作用のサポート、ローミング関係の存在とロ
ーミング・パートナーの名前、料金情報、そしてネットワークがサポートするサービスで
ある。主要及び二次における情報分類の主な基準は、以下において説明される。しかしな
がら、両種類の情報が、候補ネットワークを決定、そして事前に最良のものと事前認証を
実行するのに役立つ。
【００４８】
３．ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、セル・ブロードキャストのために主要
情報を伝達するのにＣＢＣ（セル・ブロードキャスト・センター［２］）と通信すること
ができる。従って、主要情報は、プッシュ・タイプ情報と見なされる。セル・ブロードキ
ャストは、存在するが、めったに使用されないセルラー・ネットワークの機能であり、３
ＧＰＰ及び３ＧＰＰ２などの標準化ボディにより定義される。セル・ブロードキャストは
、所定の地理的地域における全てのモバイル・ハンドセットにメッセージをブロードキャ
ストできる。その地域は、単一のセルからネットワーク全体に及ぶ範囲である。セル・ブ
ロードキャストは、特定のセルを対象にして機能するため、モバイル電話番号は必要ない
。また、セル・ブロードキャストがセルラー・ネットワークにかける負担は小さいため、
ネットワーク上の全ての加入者にセル・ブロードキャストを提供するのは１つの電話にＳ
ＭＳメッセージを送信するのに相当する。セル・ブロードキャスト技術は、異なる種類の
メッセージ（例えば、一例として、交通状態に関するメッセージ、厳しいあるいは他の気
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候、テロ活動あるいは脅威、公表、行方不明の子供、及び／又は多様な他の種類のメッセ
ージ）が異なるチャンネルにブロードキャストできるように６４,０００個のブロードキ
ャスト・チャンネルを提供する。好ましくは、全ての加入者は全チャンネル、従って全て
のメッセージを受信しない。幾つかの実施例において、チャンネルは、ハンドセットで起
動できて、ネットワークにより遠隔操作で起動することもできる。幾つかの実施例におい
て、移動者が、例えば、実質的にどこでもあるいはどこにいようと受信できるように特定
のチャンネルが、特定のメッセージ種類（好ましくは、例えば、地域あるいは世界的など
の広い地理的地域を基準とする）に割り当てられている。好ましくは、ネットワーク要素
に関する重要あるいは主要情報が、そのようなチャンネルにブロードキャストされる。従
って、主要情報は、プッシュ・タイプ情報とも呼ばれる。（注意：ビジネス状況あるいは
特定の状況により、この情報は、ブロードキャストを使用する代わりに加入したユーザー
に代替的にマルチキャストされる。マルチキャストの具体例は、マルチキャストの具体例
と題する以下のセクションにおいて更に説明される。）
【００４９】
４．ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、情報がブロードキャストされているセ
ル・ブロードキャスト・センター（ＣＢＣ）に地理的地域を特定することができる。例え
ば、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、好ましくは、例えば、地域Ａに位置す
るベースステーションの地域Ａに関するネットワーク情報と、例えば、地域Ｂに位置する
ベースステーションの地域Ｂに関するネットワーク情報などを送信するようにセル・ブロ
ードキャスト・センター（ＣＢＣ）に説明する。
【００５０】
５．ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、異なるネットワーク・オペレーターの
多数のセル・ブロードキャスト・センター（ＣＢＣ）と通信する（幾つかの実施例）。
【００５１】
６．ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩ
Ｒ）に直接的探求を送信するモバイルステーション（ＭＳ）に二次情報を直接送信する。
従って、幾つかの実施例において、モバイルステーション（ＭＳ）は、事前に近辺のネッ
トワークとその要素に関する主要情報（セル・ブロードキャストを介して）と二次情報（
直接探求を介して）を入手する。このようにしてモバイルステーション（ＭＳ）は、とり
わけ、改良されたモビリティ・サポート及び／又は他の時間依存のモバイル・アプリケー
ションの高度な機能を実施することができる。
【００５２】
本発明の好ましい実施例によると、モバイルステーション（ＭＳ）は、以下の機能を実行
するように構成されている：
【００５３】
１．モバイルステーション（ＭＳ）は、ネットワーク要素の主要情報を取得するためにブ
ロードキャストを受信するように構成されている。
【００５４】
２．モバイルステーション（ＭＳ）は、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）に直接
クエリーを送信することでネットワーク要素に関する二次あるいは追加的情報を入手する
ように構成されている。ブロードキャスト及びネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）
へのクエリーから受信した主要そして二次情報は、それぞれ、モバイルステーション（Ｍ
Ｓ）が候補ネットワークを決定して事前に最良のものと事前認証を行うのを手助けする。
ネットワーク要素に関する二次情報は、探求に基づいてネットワーク情報リポジトリー（
ＮＩＲ）から引き出すあるいは引き抜かれる。従って、プール・タイプ情報とも呼ばれる
。
【００５５】
以上のタスクに加えて、モバイルステーション（ＭＳ）は、好ましくは以下のタスクを実
行するように構成されている：
【００５６】



(14) JP 2009-512351 A 2009.3.19

10

20

30

40

50

３．モバイルステーション（ＭＳ）は、セルラー・ネットワーク（例えば、３ＧＰＰ，３
ＧＰＰ２など）とセルラーではないネットワークのべコンから受信するブロードキャスト
を受信そして比較して、２つの異なるインターフェースから受信するメッセージの矛盾を
把握するように構成されている。それらの矛盾は、主要矛盾と呼ばれるものであり、例え
ば、幾つかの特定のネットワーク要素が付着／分離あるいは使用可能／使用不可能になっ
た場合、セル・ブロードキャスト・センター（ＣＢＣ）がそれらの更新に気付かないで古
い主要情報をブロードキャストした場合に生じる。
【００５７】
４．モバイルステーション（ＭＳ）は、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）から情
報を引き出して、候補ネットワークと実際に接続した後に入手した引き出された／二次情
報を比較して２つの異なる資源（即ち、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）と実際
のネットワーク）から受信したメッセージの矛盾を把握するように構成されている。それ
らの矛盾は、主要矛盾と呼ばれるものであり、例えば、幾つかの特定のネットワーク要素
が付着／分離あるいは実際のネットワークにおいて使用可能／使用不可能になった場合、
セル・ブロードキャスト・センター（ＣＢＣ）がそれらの更新に気付かないで探求に古い
主要情報で応じた場合に生じる。
【００５８】
５．モバイルステーション（ＭＳ）は、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）に主要
矛盾（上記のステップ３を参照）を二次矛盾（上記ステップ４を参照）を報告するように
構成されている。（例えば、モバイルステーション（ＭＳ）が、べコンを介して受信した
ブロードキャストから受信した情報が矛盾しているあるいは訪問したネットワークに接続
する通常のプロセスの一部としてネットワークから受信したネットワーク情報リポジトリ
ー（ＮＩＲ）から引き出した情報が矛盾していると決定した場合、モバイルステーション
（ＭＳ）はすぐに使用可能なインターフェースを介してネットワーク情報リポジトリー（
ＮＩＲ）に報告する。）結果として、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、二次
と主要情報データベースを更新（例えば、場合によっては、データベースにデータを足す
あるいはデータを削除）して、代わりに主要更新情報をセル・ブロードキャスト・センタ
ー（ＣＢＣ）に伝達する。そのように、その特定のモバイルステーション（ＭＳ）は、ネ
ットワークに実際に接続することで矛盾について知るが、モバイルステーション（ＭＳ）
がネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）とその情報を共有することで、他のユーザー
が同一のネットワークに訪問した場合及びネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）に探
求した場合、最も正確な主要及び二次情報を得ることができる。
【００５９】
幾つかの実施例において、モバイルステーション（ＭＳ）は、アクティブあるいはパッシ
ブ・モードでそれらのタスクを実行する。アクティブ・モードでは、主要及び二次矛盾の
両方が、例えば、図２に表示されているようにネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）
に伝達される。しかしながら、アクティブ・モードでは、例えば、図４に示すように主要
矛盾だけが送信される。しかしながら、好ましくは、他のモバイルステーション（ＭＳ）
がそのドメインにおいてアクティブ・モードで作動している場合、二次矛盾も送信される
。そうすることで、ネットワークのシグナリング・トラフィックとネットワーク情報リポ
ジトリー（ＮＩＲ）の複製データの処理圧力も低減される。それらのタスクは、実際のア
クティブ・モードのタスクに追加するものであり、平行にあるいは沈黙期（即ち、送信が
実行されていないあるいは本質的には実行されている期間中）に実行される。好ましい実
施例において、モバイルステーション（ＭＳ）が持つ実際のアクティブ・モードは以下で
ある。
【００６０】
１．プロアクティブな保護されたハンドオフを実行するのに、モバイルステーション（Ｍ
Ｓ）は、ＰＡＮＡサーバーにＰＡＮＡ認証メッセージを送信する。
【００６１】
２．モバイルステーション（ＭＳ）は、候補ネットワークのＤＨＣＰサーバーとＩＰアド
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レスを更新する。
【００６２】
３．モバイルステーション（ＭＳ）は、対応するホスト（ＣＨ）あるいはホーム・エージ
ェントにバインディング・アップデートを送信する。
【００６３】
好ましい実施例によると、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、セル・ブロード
キャスト・センター（ＣＢＣ）に接続される。主要カテゴリーに関する情報は、セル・ブ
ロードキャストのためにセル・ブロードキャスト・センター（ＣＢＣ）に送信される。上
で説明したように、セル・ブロードキャスト・エリアは、幾つかの実施例によりＮＩＲメ
ッセージがブロードキャストされる地理的地域に関連すると定義される。広さは、大幅に
異なる。密度の高い都会では非常に狭く（例えば、数百ヤード）、より密度が低い都会で
は、より広い（約３マイル）。広いセル・ブロードキャスト・エリアは、その設置面積に
数百のＷＬＡＮを含む。全てのＷＬＡＮ（セル・ブロードキャストの設置面積に存在する
ＷＬＡＮ）の全ての情報（主要と二次情報）をブロードキャストするのは、セル・ブロー
ドキャスト・センター（ＣＢＣ）機能の観点から見て実行不可能である場合もある。従っ
て、主要情報だけをブロードキャストするのは、セル・ブロードキャスト・センター（Ｃ
ＢＣ）の機能を効果的に使用するのに当然のことである。
【００６４】
メッセージフォーマットとネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）とセル・ブロードキ
ャスト・センター（ＣＢＣ）のインターフェース／プロトコル（本書の図１において符号
「１」と示されている）が定義されるが、［２］においてセル・ブロードキャスト・セン
ター（ＣＢＣ）とラジオ・ネットワーク・コントローラー（ＲＮＣ）のインターフェース
のために設置されたプロトコル（［２］の図１において符号「２」と示されている）を再
利用することを勧める。再利用することは（必要な場合、改良する）、一からやり直すこ
とを防ぐだけではなく、セル・ブロードキャスト・センター（ＣＢＣ）が不必要に一つの
種類のプロトコルから別の種類のプロトコルに変換することをなくす。参考までに、ＲＮ
Ｃは、通常、複数のベースステーションと接続する。例えば、通常パケット・トラフィッ
クとコール・トラフィックは、ラジオ・ネットワーク・コントローラー（ＲＮＣ）から分
裂する。例えば、コール・トラフィックがモバイル・スイッチング・センターに送信され
る間、データ・トラフィックは、インターネットあるいは非公開ＩＰネットワークに転用
される。
【００６５】
本発明の別の実施例において、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、段階的にお
互いに接続していて、図１に示すように、最高レベルのネットワーク情報リポジトリー（
ＮＩＲ）は、セル・ブロードキャスト・センター（ＣＢＣ）に接続される。単純化するた
めに、２つの段階レベルしか表示されていないが、場合によっては、実現要求を満たすた
めにそれ以上ある場合もある。この具体例において、レベル１ＮＩＲは、レベル２ＮＩＲ
に情報を送信して、レベル２ＮＩＲは、レベル３ＮＩＲに情報を送信して、そして、レベ
ル３ＮＩＲは、セル・ブロードキャスト・センター（ＣＢＣ）に情報を送信する。好まし
い実施例において、セル・ブロードキャスト・センター（ＣＢＣ）は、位置座標に基づい
て情報を処理して、特定のセル・エリアでブロードキャストするために特定のベースステ
ーションに情報を転送する。
【００６６】
本発明の別の実施例において、セル・ブロードキャストを介してブロードキャストされる
主要情報は、２つの方法、即ち、ＰＳＦフォーマットあるいはＰＳＥフォーマットで構成
あるいは整理されている。両フォーマットは、本質的には同一のモバイルステーション（
ＭＳ）の主要情報を持つ。しかしながら、モバイルステーション（ＭＳ）に以下のヒント
を与えるために追加的なビットあるいはヘッダーを加えることで、一つのフォーマットは
もう一つのフォーマットと区別される。
【００６７】
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１．好ましい実施例において、ＰＳＦフォーマットは、主要情報と関連する二次情報があ
るネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）において入手可能であることをモバイルステ
ーション（ＭＳ）に通知して（即ち、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）が二次情
報をたくさん持っていること）、モバイルステーション（ＭＳ）は、その情報を引き出す
ためにネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）に連絡する。
【００６８】
２．好ましい実施例において、ＰＳＥフォーマットは、ａ）主要情報と関連する二次情報
は、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）にはない（即ち、ＮＩＲは空）であるため
、二次情報を引き出すためにネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）に連絡するのは無
意味であるうえ、ｂ）ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、二次情報が必要であ
り情報を見つけたモバイルステーション（ＭＳ）があった場合、ネットワーク情報リポジ
トリー（ＮＩＲ）にも転送するべきだとモバイルステーション（ＭＳ）に連絡する。
【００６９】
好ましくは、情報が更新されたら、フォーマットカテゴリーは、ＰＳＥからＰＳＦに昇格
される。とりわけ、この方法は、１）モバイルステーション（ＭＳ）は、ネットワーク情
報リポジトリー（ＮＩＲ）が必要とする情報を含むというヒントをセルラー・ブロードキ
ャストから受信した場合にだけネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）にクエリーを送
信するうえ、２）モバイルステーション（ＭＳ）は、ネットワーク情報リポジトリー（Ｎ
ＩＲ）が必要とする場合にだけあらゆる新しいネットワーク要素に関する情報を報告する
ため、効率的なネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）とモバイルステーション（ＭＳ
）のクエリー応答の通信を提供する。
【００７０】
幾つかの有利な実施例において、異なる形式あるいはコードを使用するネットワーク情報
リポジトリー（ＮＩＲ）とモバイルステーション（ＭＳ）の通信（例えば、ブロードキャ
ストを通じた直接あるいは間接的な通信）は、モバイルステーション（ＭＳ）がネットワ
ーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）の特定のタスクを実行するのをトリガーするため、多様
なほかのアプリケーションを作成する。「アプリケーションの具体例」と題する以下のセ
クションに２つのアプリケーションの具体例が説明されている。
【００７１】
本発明の別の実施例において、セルラー・ネットワーク補助／関連位置検出メカニズムが
応用される。そうすることで、モバイルステーション（ＭＳ）は、地理的位置を探知する
独自のメカニズムを持たなくてもよい。従って、モバイルステーション（ＭＳ）クライア
ントは、ある場合、ＧＰＳを装置する必要がなくなる。
【００７２】
本発明の又別の実施例において、モバイルステーション（ＭＳ）は、主要情報はモバイル
ステーション（ＭＳ）のセッションを継続するのに十分であるか、あるいは二次情報が必
要であるかを決定する決定力を持つ。ある活用／シナリオにおいて、モバイルステーショ
ン（ＭＳ）は、二次情報を必要としないため、その場合、毎回ネットワーク情報リポジト
リー（ＮＩＲ）にクエリーを送信する必要はない。その実施例の実例的フロー図は、図３
に示されている。
【００７３】
本発明の実施例は、既存する技術の不利点を克服するだけではなくて、例えば、以下など
の他の多数の利点を提供する。
【００７４】
（ａ）幾つかの好ましい実施例において、モバイルステーション（ＭＳ）は、セルラー・
ブロードキャストを介していつもネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）の接続可能内
地に関する信頼性のある情報を受信する。特に、先行する技術は、とりわけ、必ずしもそ
うではないのにモバイルステーション（ＭＳ）がネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ
）の接続可能な位置について知っていたことを前提にしていたため不十分なシステムであ
った。
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【００７５】
（ｂ）幾つかの好ましい実施例において、ネットワーク上の必要以上のシグナリング・ト
ラフィックとネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）の複製データ処理プレッシャーが
低減される。好ましい実施例において、あるドメインに入った全てのモバイルステーショ
ン（ＭＳ）が、最初に、異なる資源から受信した情報の矛盾を検知して比較し、それらの
矛盾をネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）に報告する。ネットワーク情報リポジト
リー（ＮＩＲ）がセル・ブロードキャスト・センター（ＣＢＣ）をアップデートしてセル
・ブロードキャスト・センター（ＣＢＣ）が更新情報をブロードキャストし始めた後、矛
盾は実質的にはなくなり、他のモバイルステーション（ＭＳ）が報告するものはなくなる
。そうすることで、余分なシグナリング・トラフィックが削除されるだけではなくて、同
時に、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）が複製情報を不要に処理することも止め
られる。これとは反対に、先行技術において、全ての報告エージェントは、いつでもどこ
でもネットワークを見つけたら、ネットワーク・データ・サーバーに情報を送り続けて、
ネットワーク上のシグナリング・トラフィックを増やしてネットワーク情報リポジトリー
（ＮＩＲ）への処理の負担も増やしていた。
【００７６】
（ｃ）幾つかの好ましい実施例において、モバイルにヒントをブロードキャストすること
（例えば、上記ＰＳＦとＰＳＥフォーマット）は、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩ
Ｒ）が必要とする情報を含まない場合、モバイルステーション（ＭＳ）がネットワーク情
報リポジトリー（ＮＩＲ）に連絡するのを防ぐ。そうすることで、ネットワーク情報リポ
ジトリー（ＮＩＲ）とモバイルステーション（ＭＳ）の効率的なクエリー応答通信が提供
されるだけではなくて、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）が二次情報を必要とし
ていることをモバイルステーション（ＭＳ）に伝えて、モバイルステーション（ＭＳ）が
情報を見つけたときにはその情報をネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）にも転送す
るように通知する。
【００７７】
（ｄ）幾つかの好ましい実施例において、主要情報だけをブロードキャストすることは、
セル・ブロードキャスト・センター（ＣＢＣ）機能を効率的に使用することである。さら
に、ＣＢＣブロードキャスト地域の設置面積は広いため、モバイルステーション（ＭＳ）
は、通常、重要情報を非常に早く受信して、事前のモビリティ及び他の時間依存モバイル
・アプリケーションをサポートを向上する。
【００７８】
（ｅ）幾つかの好ましい実施例において、モバイルステーション（ＭＳ）がどこにあるか
、あるいはどのローカル・ネットワークに接続しているかとは関係なく、モバイルステー
ション（ＭＳ）は、必要な情報を得るためにネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）と
通信するのにいつも１つのプロトコルを使用する。
【００７９】
レファレンスを手助けするために、具体的でかつ発明をこれに限定しない実施例の更なる
説明は、提供される図において示されている。図面に関する更なる説明が提供される。図
２は、上で説明したように、アクティブ・モードのＭＣあるいはモバイルステーション（
ＭＳ）により幾つかの実施例において実行される具体的アルゴリズムあるいはプロセス・
フローを表示するものである。この実施例において、ステップ１２０で、モバイルは、セ
ルラー・ブロードキャストを受信してステップ１２１でモバイルは、ＷＬＡＮべコンを受
信する。ステップ１２７で、モバイルは、それらを比較して矛盾があるか判断する。ない
場合、プロセスは、ステップ１２０に戻る。ある場合、プロセスは、ステップ１２８に進
んで、現在のＧＰＳ座標を入手して、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）に実際に
発見されたネットワーク要素の情報を送信する。その間、ステップ１２２の後、モバイル
は、プロアクティブ・ハンドオフを実行する十分な情報があるか判断する。ある場合、プ
ロセスは、ステップ１２５に進んで、プロアクティブ／アクティブハンドオフを実行する
。その一方で、ない場合、プロセスは、ステップ１２３に戻ってネットワーク情報リポジ
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トリー（ＮＩＲ）にクエリーを送信する。その応答としてステップ１２４でモバイルは、
ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）から情報を受信する。次に、プロセスは、ステ
ップ１２５に進んでプロアクティブ／アクティブハンドオフを実行する。ステップ１２６
で、モバイルは、新たに接続したネットワークからネットワーク要素情報を入手する。そ
してステップ１２９で、プロセスは、ステップ１２６で入手した情報とステップ１２４で
受信した情報を比較して矛盾があるかを判断する。ない場合、プロセスは終了する。ある
場合、プロセスは、ステップ１２８に進んで現在のＧＰＳ座標を入手してネットワーク情
報リポジトリー（ＮＩＲ）に実際に発見されたネットワーク要素に関する情報を送信する
。
【００８０】
図３は、幾つかの具体例においてアクティブ・モードのＭＣあるいはモバイルステーショ
ン（ＭＳ）により実行される具体的アルゴリズムあるいはプロセス・フローの別の実施例
を表示するものである。特に、示されているようにステップ２０１で、モバイルは、ＷＬ
ＡＮのベコンを受信して、ステップ２０２では、モバイルはセルラー・ブロードキャスト
を受信する。ステップ２１０では、モバイルは、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ
）において二次情報が入手可能であるか否かを識別する。入手可能でない場合、プロセス
は、モバイルが、限定された入手可能な情報でハンドオフを実行するべきか否かを判断す
るステップ２１５に進む。その時点で、実行するべきではない場合、ハンドオフは不成功
となる。その一方で、実行するべきだと判断した場合、プロセスは、ステップ２５０へと
進む。しかしながら、ステップ２１０で情報が入手可能であると判断した場合、プロセス
はステップ２２０に進み、二次情報が必要であるかについて判断する。必要でない場合、
プロセスはステップ２５０に進む。しかしながら、必要である場合、プロセスは、ステッ
プ２３０へ進みネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）にクエリーを送信する。次に、
モバイルは、ステップ２４０でネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）から情報を受信
する。上記の適当な如何なる経路を通って達するステップ２５０で、モバイルは、プロア
クティブ／アクティブハンドオフを実行する。ステップ２６０で、モバイルは、新たに接
続したネットワークからネットワーク要素情報を入手する。ステップ２０５が示すように
、幾つかの実施例において、モバイルが、ステップ２６０で入手した情報とステップ２４
０でネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）から受信した情報は、矛盾があるかを判断
するためにモバイルに比較される。矛盾が無い場合、プロセスは終了する。その一方で、
矛盾があると判断した場合、モバイルは、ステップ２４０で現在のＧＢＳ座標を受信して
実際に発見したネットワーク要素の情報をネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）に送
信する。ステップ２３０に表示されているように、幾つかの実施例において、ステップ２
０１及び２０２で受信した（即ち、べコンとブロードキャストから）情報は、矛盾を見つ
けるために比較される。矛盾がない場合、システムは、ステップ２０２に戻る。矛盾があ
る場合、システムはステップ２０４に進む。　
【００８１】
図４に戻って、図４は、幾つかの具体例においてパッシブ・モードのＭＣあるいはモバイ
ルステーション（ＭＳ）により実行される具体的アルゴリズムあるいはプロセス・フロー
の別の実施例を表示するものである。ステップ４１０で、モバイルは、ＷＬＡＮべコンを
受信して、ステップ４２０で、セルラー・ブロードキャストを受信する。ステップ４３０
から４４０では、モバイルは、ＷＬＡＮべコンとセルラー・ブロードキャストを比較して
矛盾があるか否かを判断する。ステップ４４０の答えがいいえである場合、プロセスはス
テップ４１０に戻る。ステップ４４０の答えがはいである場合、プロセスは、ステップ４
５０に進んで、モバイルは、現在のＧＰＳ座標を入手する。次に、プロセスは、ステップ
４６０に進んで、システムは、実際に発見されたネットワーク要素に関する情報をネット
ワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）に送信する。そして、プロセスはステップ４１０に戻
る。
【００８２】
アーキテクチャーの具体例
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【００８３】
幾つかの具体例によると、好ましい実施例の態様を実行するように利用されるネットワー
ク情報リポジトリー（ＮＩＲ）、セル・ブロードキャスト・センター（ＣＢＣ）、そして
モバイルステーション（ＭＳ）は、以下の機能を実行するように構成されている。本開示
から、コンポーネント（例えば、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）、セル・ブロ
ードキャスト・センター（ＣＢＣ）、及びモバイルステーション（ＭＳ））が実行する機
能は、場合によって異なることが理解されるべきである。
【００８４】
ＮＩＲ機能
【００８５】
幾つかの具体例において、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、以下の幾つかあ
るいは、好ましくは全ての機能を実行するように構成される。
【００８６】
１．幾つかの実施例において、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、モバイルス
テーション（ＭＳ）からアップデートを受信するか、あるいはデータベースの期限切れし
た情報を交換するためにアップデートを送信するようにモバイルステーション（ＭＳ）に
リクエストするように構成されている。
【００８７】
２．幾つかの実施例において、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、それらのア
ップデートをセル・ブロードキャスト・センター（ＣＢＣ）に送信するように構成されて
いる。
【００８８】
３．幾つかの実施例において、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、ブロードキ
ャストされる情報は別として、セル・ブロードキャスト・センター（ＣＢＣ）の使用ある
いは高レベルのネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）の使用だけが目的の幾つかの管
理情報を送信するように構成されている。例えば、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩ
Ｒ）は、ブロードキャストされるメッセージの地理的範囲を描くことが出来る（例えば、
地理的地域あるいはブロードキャストされるセルＩＤのリストを使ってネットワーク情報
をマップする）。
【００８９】
４．幾つかの実施例において、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、それぞれが
自分のアイデンティティー（例えば、ＩＰアドレスなど）を高レベルネットワーク情報リ
ポジトリー（ＮＩＲ）あるいはセル・ブロードキャスト・センター（ＣＢＣ）に送信する
ように構成されている。
【００９０】
５．幾つかの実施例において、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、それぞれが
メッセージに幾つかの整理番号を付加するように構成されている。幾つかの例において、
その番号は、整理番号あるいはバージョン番号あるいはその両方である。例えば、整理番
号は、地理的座標と情報が両方新しい/変更された場合に使用されて、バージョン番号は
、情報内容だけが変更されて地理的座標が変更されていない場合に使用される。
【００９１】
追加的ＮＩＲ機能
【００９２】
幾つかのほかの具体例において、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、以下の幾
つかあるいは、好ましくは全ての機能を実行するように構成される。特に、ネットワーク
情報リポジトリー（ＮＩＲ）をより高性能にするために、以下の追加的機能がネットワー
ク情報リポジトリー（ＮＩＲ）に設置される。
【００９３】
１．幾つかの実施例において、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、セル・ブロ
ードキャスト・センター(CBC)に送信されるメッセージのフォーマッティングの全ての側
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面の機能を持つように構成される。例えば、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は
、例えば、上記のレファレンス［３］において説明されている例えば、ＲＤＦ（リソース
・ディスクリプション・フィレームワーク）などの良く知られているフォーマットを使用
する。
【００９４】
２．幾つかの実施例において、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、メッセージ
を２種類に分類するように構成されている：ａ）ユーザー向き（例えば、サービス・プロ
バイダの名前、料金など）及びｂ）基本的にユーザー向きではないもの（例えば、ネット
ワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）あるいは他のサーバーのアドレス）である。従って、
モバイルステーション(MS)は、ＭＳユーザーが必要とするメッセージだけを選択的に選ん
で表示する。
【００９５】
３．幾つかの実施例において、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、メッセージ
・ブロードキャストが望まれる好ましい時間と好ましい頻度を連絡するように構成されて
いる。一例として、例えば、ブロードキャストされる情報量、セルにおいて移動するモバ
イルの速度などの幾つかの要素を検討する計算が行われる。
【００９６】
４．幾つかの実施例において、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、例えば、最
優先メッセージは、最先の機会にブロードキャストされるようにリクエストされて、通常
のメッセージは、例えば、関連する繰り返し期間に従ってブロードキャストされるように
リクエストされるなど、優先度の観点からメッセージを分類するように構成されている。
幾つかの実施例において、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、必要な場合、メ
ッセージ・ブロードキャストを終了するようにセル・ブロードキャスト・センター(CBC)
に指示することもできる。
【００９７】
５．幾つかの実施例において、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、コーディン
グあるいはモバイルステーション(MS)をトリガーできる異なるフォーマットを使用するな
どして望まれる特定の作用を実行するように構成されている。
【００９８】
ＣＢＣ機能
【００９９】
セル・ブロードキャスト・センター(CBC)は、セルラー・ネットワークの一部であり、幾
つかのＢＳＣ／ＲＮＣに接続されている。セル・ブロードキャスト・センター(CBC)は、
ＣＢＳメッセージと呼ばれるブロードキャスト・メッセージを管理する責任がある。幾つ
かの具体例において、セル・ブロードキャスト・センター(CBC)は、以下の幾つか、ある
いは好ましくは全ての機能を実行する。
【０１００】
１．幾つかの実施例において、ＣＢＳは、メッセージに整理番号を割り当てるように構成
されている。
【０１０１】
２．幾つかの実施例において、ＣＢＳは、ＣＢＳメッセージがブロードキャストされるセ
ルを特定するように構成されている。
【０１０２】
３．幾つかの実施例において、ＣＢＳは、ＣＢＳメッセージがブロードキャストされる時
間を特定するように構成されている。
【０１０３】
４．幾つかの実施例において、ＣＢＳは、ＣＢＳメッセージのブロードキャストが繰り返
される頻度を特定するように構成されている。
【０１０４】
５．幾つかの実施例において、ＣＢＳは、必要な場合、それぞれのＢＳＣ及び／又はＲＮ
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ＣにＣＢＳメッセージのブロードキャストを終了するように指示する機能をもつように構
成されている。
【０１０５】
６．幾つかの実施例において、ＣＢＳは、ＢＳＣ及び／又はＲＮＣに決まった長さのメッ
セージを送信することでブロードキャストを開始して、必要な場合、例えば、８２オクテ
ットの長さまでページをパッドするように構成されている。ここでは、８２オクテットの
長さは、デフォルトの文字セットを使用した場合、９３文字に相当する。１５ページまで
のそれらのページが連結される。幾つかの実施例において、メッセージ容量を改良するた
めに、例えば、本書において内容がレファレンスとして導入されている３ＧＰＰ技術仕様
書ＴＳ２３．０３８に説明されるスキーム他のデータ・コーディング・スキームが使用さ
れる。
【０１０６】
７．幾つかの実施例において、ＣＢＳは、ＢＳＣ及び／あるはＲＮＣが保持しているＣＢ
Ｓメッセージを修正あるいは削除するように構成されている。
【０１０７】
８．幾つかの実施例において、ＣＢＳは、メッセージがブロードキャストされるセル・ブ
ロードキャスト・チャンネルを特定するように構成されている。
【０１０８】
９．幾つかの実施例において、ＣＢＳは、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）とモ
バイルステーション(MS)の間の圧縮及び／又は解凍を使用するように構成されている。
【０１０９】
１０．幾つかの実施例において、ＣＢＳは、モバイルが、ＭＳユーザーが必要とするメッ
セージだけを選択的に表示することを許可するためにメッセージ種類を指定するように構
成されている。幾つかの実施例において、メッセージ種類は、情報の種類とメッセージが
コンパイルされた言語を明らかにする。マンマシン・インターフェースを適切に使用する
ことで、ユーザーは、受信したくない例えば、宣伝情報及び／あるは知らない言語のメッ
セージなどのメッセージの種類を無視することができる。
【０１１０】
ＭＳ機能
【０１１１】
幾つかの具体例において、モバイルステーション(MS)は、以下の幾つか、あるいは好まし
くは全ての機能を実行するように構成されている。
【０１１２】
１．幾つかの実施例において、モバイルステーション(MS)は、例えば、ＷＬＡＮとセルラ
ー・インターフェースを含む二重インターフェースなどのマルチプル・インターフェース
を装備するように構成されている。好ましい実施例において、モバイルステーション(MS)
は、セルラー・ブロードキャストを受信して、メッセージＩＤが「サーチ・リスト」に載
っているＣＢＣメッセージを受信しようとする。その「サーチ・リスト」は、好ましくは
、例えば、ＵＳＩＭのＥＦＣＢＭＩ，ＥＦＣＢＭＩＤそしてＥＦＣＢＭＩＲファイル（本
書において上記にレファレンスとして導入されたレファレンス［２］を参照）と「受信さ
れるＣＢＣメッセージのリスト」のユーザー装置（ＵＥ）に保存されたあらゆるメッセー
ジ識別子に保存されたメッセージＩＤを含む。参考までに、ＵＥは、例えば、携帯電話と
例えば、モバイルステーション(MS)に関係するＵＳＩＭなどの全ての周辺装置に関係する
。ユーザー装置（ＵＥ）が検索できるメッセージＩＤの数に関する機能が限定されている
場合、ＵＳＩＭに保存されているＩＤは、ユーザー装置（ＵＥ）に保存されているものよ
り優先される。好ましい実施例において、セルラー・ネットワーク設置面積のセルにおい
て作動している利用可能なネットワークと関連するネットワーク要素（例えば、ＤＨＣＰ
サーバー、認証サーバーなど）のアドレスについて知る。それらのネットワークは、同じ
ドメインあるいは異なるドメインの一部である。また、モバイルステーション(MS)は、ネ
ットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）のＩＰアドレスについて知る。
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【０１１３】
２．幾つかの実施例において、モバイルステーション(MS)は、ページが連結されている場
合、それぞれのメッセージが同じメッセージ識別子（例えば、メッセージのソースを表示
するもの）と同一の整理番号を持つように構成されている。その情報を使用して、ＭＳ／
ＵＥは、既に受信したメッセージを識別して再ブロードキャストを無視する。
【０１１４】
実例的応用
【０１１５】
道路混雑と他の道路情報：
【０１１６】
幾つかの実施例において、道路混雑情報の応用は、リアルタイムでユーザーにある特定の
時間に混雑している道路あるいは高速道路の部分について知らせるように使用される。図
８では、幾つかの具体例において、道路Ｒの複数の乗物Ｖ１ＭＳとＶ２ＭＳに、以下に説
明されるようにネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）に特定の道路混雑情報を提供す
るように構成されているモバイルステーションＭＳが装備されている。
【０１１７】
幾つかの具体的及び発明がこれに限定されない実施例において、その応用を実現するため
に、モバイルステーション(MS)は、好ましくは、乗物の速度を入手する機能を持つ。一例
として、ブルートゥースあるいはあらゆる短距離ＷＬＡＮで乗物のオドメータ、スピード
メーターあるいは同様のものから乗物の速度を入手することで達成される。別の例として
、乗物の速度の計算を提供するのに乗物のグローバル・ポジショニング・システムが使用
される。
【０１１８】
幾つかの実施例において、乗物のモバイルステーション(MS)は、乗物が走っている道路に
関する規定の制限速度を受信する。一例として、ローカルベースステーションがブロード
キャストすることにより入手する。また、地図と、地理的測位システムと共に適切あるい
は法的に規定された制限速度を識別するのに使用される乗物の速度情報を含む以前にダウ
ンロードされたマップ・データベースを使用しても入手される。幾つかの好ましい実施例
において、モバイルステーション(MS)は、自分の速度（例えば、測定された実際の速度）
と規定（例えば、ブロードキャストされた）制限速度を比較して、著しい違い（即ち、矛
盾）がある場合、好ましくはモバイルステーション(MS)は、ネットワーク情報リポジトリ
ー（ＮＩＲ）に同一の報告メッセージを送信する。幾つかの実施例において、乗物のモバ
イルステーション(MS)は、乗物の速度を単に継続的に報告して、実際の矛盾に関する状況
が、無駄な通信などの制限するのに非常に有利な場合だけに報告を限定する。
【０１１９】
好ましい実施例において、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、混雑した道路あ
るいは高速道路の部分の複数のモバイルステーション(MS)からそのようなメッセージを受
信する。幾つかの好ましい実施例において、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は
、例えば、車のナビゲーション装置のカラーコード（例えば、赤、黄色、など）などを使
用して車あるいは乗物のディスプレイに混雑度を表示する。一例として、図９に実例的地
図が表示されている。この具体例において、乗物は、地図映像を、通常の地理的測位シス
テムのように表示できるモニター（例えば、乗物の地理的測位システムのモニター及び／
又は乗物Ｖ１ＭＳとＶ２ＭＳに設置されたＭＳ種類にも関連するモニター）を含む。具体
例において、「クリア」と記された道路は、渋滞あるいは混雑の心配がない（例えば、好
ましい実施例において、乗物のモバイルステーション(MS)から混雑の報告が全くあるいは
少ししかない）。その一方で、「黄色」と記された地域は、混雑が増加している地域を示
す（例えば、好ましい実施例において、増加している渋滞による乗物の速度の特定のしき
い値の減少がある）。そして、「赤」と記された地域は、より混雑した地域を示す（例え
ば、好ましい実施例において、より増加した渋滞による乗物の速度の特定のしきい値が非
常に減少した）。この具体例は、交通状態をグラフィックに表すために色を使用して、３
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つの交通状態しか使用していないが（クリア「白」、中間「黄色」、そして高い「赤」）
、多様な他の表示が交通状態及び多様なほかのレベルの表示を容易にするのに提供される
（即ち、通行パターンの変化をより完全に表示するために多数の状態が選択される）。
【０１２０】
多数の実施例において、それらの情報は、加入ユーザーにエアあるいはワイヤレス・イン
ターフェースを介して送信される。
【０１２１】
幾つかの実施例において、米国運輸省が規定した制限速度に関する情報は、例えば、高速
道路番号と位置（幾つかの実施例において、その情報は、記録及び／又は探知できる工事
が行われている区域、制限速度及び／又は特定の一時的及び／又は異常な道路状態なども
考慮する）などの道路に規定された制限速度がマップされて、直接ローカルネットワーク
情報リポジトリー（ＮＩＲ）及び／又はセルラー・システムのセル・ブロードキャスト・
センター(CBC)に提供される。従って、幾つかの実施例において、ベースステーションは
、例えば、特定のローカルエリアにおいて規定された規定の制限速度をブロードキャスト
するように適応される。
【０１２２】
このシステムは、道路混雑の報告を可能にするのに使用されるが、事実上全ての道路状態
を報告するのに適応される。一例として、以下の１つあるいはそれ以上の事象が、幾つか
の好ましい実施例における車載モバイルステーション(MS)を使用する乗物により報告され
る：
【０１２３】
１．道路混雑（上記説明を参照）
【０１２４】
２．乗物の高速進行
乗物のモバイルステーション(MS)は、その乗物及び／又は他の乗物事態の高速進行に関す
る報告を送信する（即ち、自分の乗物が、自身の速度を報告する及び自分の乗物が近辺に
いる他の乗物の速度を特定して報告する）。
【０１２５】
３．交通事故の探知
乗物のモバイルステーション(MS)は、自分の乗物及び／又は他の乗物に関する交通事故の
報告を送信する（即ち、自分が関連する事故について自分の乗物が報告する及び近辺の他
の乗物の交通事故を自分の乗物が確認して報告する）。
【０１２６】
４．危険あるは乱暴な運転
乗物のモバイルステーション(MS)は、自分の乗物及び／又は他の乗物の運転に関する報告
を送信する（即ち、自分自身の運転に関する報告及び自分の乗物が近辺の他の乗物の運転
を確認して報告する）。幾つかの実施例において、乱暴な運転は、運動センサー、トルク
センサーあるいは乗物の他の動的乗物状態センサーを含む（例えば、スピードの出し過ぎ
などを特定する速度センサーを含む）。幾つかの実施例において、特定の動的乗物状態は
、上記のアイテム１（道路混雑）で直接的に速度を比較したもと同様に比べられる。しか
しながら、ここでは、目的は混雑を示す減速ではなくて加速である。一例として、危険な
運転手（例えば、高速度、異なる運転パターンあるいは同様のパターンを示す）がこれら
の実施例に従うシステムを使用する（例えば、加入している）乗物の近くに来た場合、シ
ステムは、例えば、音声であるいは表示によりその乗物あるいは乗物の存在に関する警告
を提供する（例えば、警告を出して、システムに加入している他の乗物のモニターにその
乗物の位置を赤で示す）。
【０１２７】
５．危険な道路状態
乗物のモバイルステーション(MS)は、乗物が直面する走行条件と通常の走行条件を比べた
報告を送信する（即ち、危険な走行条件が特定される）。一例として、乗物のスリップ止
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めブレーキ・システム及び／又は、例えば、雨、雪及び／油が原因で滑りやすい道路状態
を特定するために他の乗物の状態をモニターする。例えば、ある乗物のタイヤが不意に滑
った場合、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）にメッセージが送信される。そして
、複数の乗物がそのような状態になった場合、モバイルステーションのユーザーにその危
険が表示されるか、モバイルステーションのユーザーに提示される。天気あるいは同様の
点から見て道路状態が通常である場合（即ち、雪、油、あるいは雨などが存在しない）で
も、この方法は、例えば、多数の車が突然ブレーキを踏むなど一般的に安全ではない道路
の区域を特定するのに使用される。乗物が探知する上記の矛盾をモニターすることで、危
険が十分前もって予測されて、安全性が高まる。
【０１２８】
幾つかの好ましい実施例において、例えば、幾つかの実施例における乗物の制限速度を含
む提供される乗物モニタリング・サービスに関する主要情報は、セルラー・ネットワーク
を介してモバイルステーションにブロードキャストされる。幾つかの好ましい実施例にお
いて、継続的にワイヤレスブロードキャストを送信、電力とエネルギーを無駄にして余分
な通信を送信するのではなく、乗物のモバイルステーション(MS)は、例えば、矛盾の比較
に基づく矛盾などが発見された場合、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）に報告す
る。
【０１２９】
好ましい実施例において、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、多様な方法でモ
バイルステーションのユーザーに報告される情報を処理する。まず最初に、幾つかの実施
例において、上記に説明される実施例と同様に、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ
）は、情報を処理して情報がブロードキャストされるセルラー・ネットワーク（例えば、
セル・ブロードキャスト・センター(CBC)に）に送信する。幾つかの実施例において、ブ
ロードキャストは、無料サービスである（例えば、政府認可報告サービスなど）。しかし
ながら、幾つかの実施例において、（例えば、ユーザーがサービスの代金を支払うことが
必要とされるなど）無料サービスであり、ここでは、セルラー・ネットワークからマルチ
キャストが使用される。次に、幾つかの他の実施例において、ネットワーク情報リポジト
リー（ＮＩＲ）は、例えば、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）あるいは他のメ
ッセージング・サービスを使用するなどして代金を支払ったユーザーにセルラー・インタ
ーフェースあるいはワイヤレスを介して情報を送信する。
【０１３０】
幾つかの実施例において、複数のネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）が、モバイル
ステーションに送信する情報を集めるために共に機能するなか、他の実施例では、それぞ
れのネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）が単にそれぞれの乗物に通信する。
【０１３１】
本開示に基づいて当業者が理解するように、幾つかの実施例において、ネットワーク情報
リポジトリー（ＮＩＲ）は、好ましくは、例えば、幾つかの実施例において数平方マイル
以上、あるいは幾つかの他の実施例において約１０平方マイル、あるいは他の実施例にお
いて２０平方マイル以上、あるいは他の実施例において約３０平方マイル以上などの比較
的広い地域をカバーする。その一方で、セルラー・ネットワークにおけるベースステーシ
ョンの具体的セル地域は、例えば、幾つかの例において数マイル程度など、ネットワーク
情報リポジトリー（ＮＩＲ）がカバーする面積より大幅に狭い面積をカバーする。その一
方で、それぞれのセル・ブロードキャスト・センター(CBC)も、セルよりも大幅に広い面
積をカバーする。レファレンスとして、例えば、図１の具体例を参照。
【０１３２】
幾つかの実施例において、例えば、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）に向けられ
たＳＭＳあるいは同様のものなど、実質的にどこからでもネットワーク情報リポジトリー
（ＮＩＲ）と通信できる。その一方で、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）もどこ
からでも同様に通信を送信することができる。
【０１３３】
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タクシー電子配車
【０１３４】
幾つかの具体例において、タクシー配車エイジェンシーの必要をなくすタクシーあるいは
他の乗物の配車の活用が提供される。幾つかの実施例において、タクシーを必要とするユ
ーザーは、例えば、図１０においてＵＳＲで表されるなど、特定の位置にいるあるいは立
っている。幾つかの実施例において、その人のモバイル・デバイスＭＳは、ネットワーク
情報リポジトリー（ＮＩＲ）アドレスを知っている（例えば、上記の実施例が説明するセ
ル・ブロードキャストなどから、例えば受信する）。幾つかの実施例において、ユーザー
は、ユーザーのモバイルステーション(MS)のタクシーのアイコンを押すあるいは、モバイ
ルステーション(MS)を使ってネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）にユーザーの現在
の位置の座標を含むメッセージを送信する。好ましい実施例において、ネットワーク情報
リポジトリー（ＮＩＲ）は、データベースから適格なタクシーＶＥＨを探す。適格なタク
シーＶＥＨを見つけたら、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ）は、例えば、（例え
ば、セル・ブロードキャスト・センター(CBC)を使って）運転手の携帯電話及び同様のシ
ョート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）など、タクシーのオペレーターにメッセージを
送信する。レファレンスとして、ＳＭＳ（ショート・メッセージ・サービス）は、グロー
バル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーション（ＧＳＭ）を使用するモバイル
電話に例えば、１６０あるいは２４０字以内のメッセージを送信できるサービスである。
通常、ＳＭＳメッセージは、同じセルあるいはローミング・サービスの機能を持つ人に送
信される。また、ＳＭＳメッセージは、例えば、ＰＣリンクなどが装備されているウェブ
サイト・アプリケーションからデジタル電話に送信される。幾つかの好ましい実施例にお
いて、ユーザーＵＳＲを迎えに行く適格なタクシーは、以下のようなタクシーである：
【０１３５】
１．　好ましい実施例において、携帯電話番号が、ネットワーク情報リポジトリー（ＮＩ
Ｒ）にて管理される設定されたデータベースに登録してある（例えば、サービスに加入し
ている）タクシーなど。
２．　好ましい実施例において、ユーザーの地理的座標の近辺にいるタクシー。
３．　好ましい実施例において、空席（例えば、乗客が乗っていない空席）のタクシー。
幾つかの実施例において、タクシーは、本開示に基づいて当業者が理解するように、自分
の状態が空席あるいは空席ではないと特定するメッセージを送信する。
【０１３６】
マルチキャストの具体例：
【０１３７】
上で説明されたように、ブロードキャストを使用する代わりに、ネットワーク情報リポジ
トリー（ＮＩＲ）から受信した情報は、加入したユーザーに代替的にマルチキャストする
。当業者なら先述の説明に基づいて加入したユーザーに向けてマルチキャストを実施する
か理解できるが、それらの実施例の利点に関する幾つかの背景情報が、レファレンスを手
助けする具体例と共にこのセクションにおいて説明される。ブロードキャスト・モードと
マルチキャスト・モードの注意すべき区別は、ユーザーがそれぞれのブロードキャスト・
サービスに別々の加入する必要がないことであり、マルチキャスト・モードでは、サービ
スは別々に注文できる。結果として、ブロードキャスト・サービスは、一般的には無料で
あり、マルチキャスト・サービスは、加入したユーザーに料金を請求する。
【０１３８】
一般的に、セル・ブロードキャスト・センター(CBC)を通じたブロードキャストは、幾つ
かの応用において多数の実用的問題がある。最初に、セル・ブロードキャスト・センター
(CBC)は、例えば、ＶＥＲＩＺＯＮ、あるいは他の会社などのセルラー・オペレーティン
グ・ネットワークにより一般的に運営される。結果的に、そのようなオペレーターが、競
争ネットワークに関連する情報をブロードキャストする動機は限られている。従って、競
争会社の情報に関して実際の実施に関する実用的問題が生じる。次に、セル・ブロードキ
ャスト・センター(CBC)とセルラー・ネットワークは、通常、加入していないユーザーへ
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のオープン・ブロードキャストにも参加する。従って、加入していないユーザーへの送信
に関する実際の実施に関する実用的問題が生じる。例えば、一部のユーザーは料金を払っ
て加入してその支払いに基づいて送信を受信していることを保証することなどに関する実
用的問題が生じる。第３に、セル・ブロードキャスト・センター(CBC)とセルラー・ネッ
トワークは、通常、セルラー・オペレーターが、例えば、一般加入者あるいはそれ以下の
ユーザーなど特権を持たないユーザーにはサービスを提供しないで、例えば、プラチナ・
ゴールド加入者だけにサービスを提供するなど、特権を持たない加入者へのオープン・ブ
ロードキャストに係る。
【０１３９】
例えば、幾つかの実施例において、マルチキャストは、３ＧＰＰに関する基準に従って実
施される。以下の規格文書の完全な内容がそっくりそのまま本書に導入される：１）３Ｇ
ＰＰ　ＴＳ２２．１４６，３ＧＰＰマルチメディア・ブロードキャスト・マルチキャスト
・サービス・ステージ１と、２）３ＧＰＰ　ＴＳ２３．２４６，３ＧＰＰマルチメディア
・ブロードキャスト・マルチキャスト・サービス、アーキテクチャー及び機能説明。以下
の２つの要約文書は、その開示内容はレファレンスとしてそっくりそのまま本願に導入さ
れる：１）Ｔｈ．　Ｌｏｈｍａｒ，Ｈ．Ｗｉｅｍａｎｎ，　Ｆ．Ｈｕｎｄｓｃｈｅｉｄｔ
，　Ｍ．Ｍｅｙｅｒ及びＲ．　Ｋｅｌｌｅｒによる３Ｇ　Ｅｖｏｌｖｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎ
ｏｌｏｇｉｅｓが出版した３ＧＰＰにおけるマルチキャスト・サービスのサポート＜＜ｈ
ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．３ｇｅｔ．ｄｅ／ｐｄｆ／ＭＢＭＳ＿ＰＩＫ＿０６０４０４．ｐｄ
ｆｈｔｔｐ：／／３ｇｅｔ．ｄｅ／ｐｄｆ／ＭＢＭＳ＿ＰＩＫ＿０６０４０４．ｐｄｆ＞
＞；及び２）＜＜ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｅｄｉａｌａｂ．ｓｏｎｅｒａ．ｆｉ／ｗｏ
ｒｋｓｐａｃｅ／ＭＢＭＳＷｈｉｔｅＰａｐｅｒ．ｐｄｆ＞＞とＺＤＮＥＴを介して＜＜
ｈｔｔｐ：／／ｗｈｉｔｅｐａｐｅｒｓ．ｚｄｎｅｔ．ｃｏ．ｕｋ／０，３９０２５９４
５，６０１５４７２８ｐ－３９０００５１６ｑ，００ｈｔｍ＞＞にて出版されたＴＥＬＩ
ＡＳＯＮＥＲＡによるモバイル・ブロードキャスト／マルチキャスト・サービス（ＭＢＭ
Ｓ）とＷｈｉｔｅｐａｐｅｒである。上記の文献において説明されるＭＢＭＳサービスは
、例えば、存在するＧＳＭ及びＵＭＴＳセルラー・ネットワークを介して提供されるＩＰ
データキャスト種のサービスに係る。とりわけＭＢＭＳ構造は、サービスとユーザーの対
話にアップリンクチャンネルを使用することを可能にする。実用的には、マルチキャスト
・ユーザーは、特定の望まれるサービスに加入するためには相互作用手続きのために帰路
チャンネルを必要とする。とりわけ、ＭＢＭＳは、例えば、既存するＧＳＭ及びＵＭＴＳ
サービスに干渉しない上、ＭＢＭＳをサポートしないモバイル・デバイスは、ＭＢＭＳ機
能を持つ顧客にＭＢＭＳを提供するネットワークでは機能しない。さらに、ＭＢＭＳ構造
は、共通のラジオ・チャンネルをしようして効率的にラジオ資源をしようするマルチキャ
スト・モードを可能にする。データは、ネットワーク（例えば、本書の幾つかの実施例に
おいてネットワーク情報リポジトリー（ＮＩＲ））が定義するマルチキャスト・サービス
地域に送信される。とりわけ、マルチキャスト・モードは、ネットワークが、マルチキャ
スト・グループのメンバーを含むマルチキャスト・サービス地域内のセルに選択的に送信
することを可能にする。
【０１４０】
例えば、図１１は、ＭＢＭＳを実行するための幾つかの実施例に従う実例的ブロードキャ
スト・マルチキャスト・サービスセンター（ＭＢ－ＳＣ）とインターフェースするネット
ワーク・インターフェースリポジトリー（ＮＩＲ）を表示するものである。とりわけ、幾
つかの実施例において、セル・ブロードキャスト・センター(CBC)がオープンに機能して
（例えば、加入していないユーザーにも）ＩＰ層あるいは第３層情報処理に関係しない場
合でも、ＢＭ－ＳＣは、非公開に機能して（例えば、加入したユーザーに）ＩＰ層あるい
は第３層情報処理に係る。
【０１４１】
図１２は、レファレンスを手助けして図１と１１の両方に表示される実施例の好ましい実
施に共通する一般的アーキテクチャーを図で表す。表示されているように、ＮＩＲシステ
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ムは、好ましくは例えば幾つかの具体例において基幹ネットワークを介してラジオ・アク
セス・ネットワークと通信するセル・ブロードキャスト・センター(CBC)あるいはＢＭ－
ＳＣなどのコントロール・システムあるいはデバイスを介してセルラー・オペレーター・
ネットワークと通信する。幾つかの実例的ラジオ・アクセス・ネットワークは、ＧＲＡＭ
（ＧＳＭラジオ・アクセス・ネットワーク）とＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳラジオ・アクセス・
ネットワーク）を含むと理解される。
【０１４２】
また、幾つかの実施例において、モバイル・デバイスは、１）利用可能なネットワークに
関する情報を保存、そして、２）例えば、その開示内容はレファレンスとしてそっくりそ
のまま本願に導入される発明人であるＲａｚｉｑ　Ｙａｑｕｂ、その他によるメディア独
立型情報サーバーに使用されるモバイル・デバイスにおけるＩＰネットワーク情報データ
ベースと題する２００５年８月１６日付け出願である米国特許出願第１１／１６１，７７
５号が開示する方法など、モバイルのポリシーに最適な利用可能なネットワークを選択す
るように構成されている。また、幾つかの実施例において、モバイル・デバイスは、必要
な場合受信情報を保存して再利用するように構成されている。幾つかの実施例において、
システムは、セル・ブロードキャストが、例えば、ＭＢＭＳがサポートされていないＧＳ
Ｍ／ＵＭＴＳサービスエリアにおいて提供されて、マルチキャストは、ＭＢＭＳがサポー
トされる所で使用される。
【０１４３】
ハイブリッド・モバイルステーションの具体例
【０１４４】
幾つかの実施例において、「オペレーターが、局所的にサポートされる３ＧＰＰ及び３Ｇ
ＰＰアクセス技術に関するアクセスネットワーク情報をユーザー装置（ＵＥ）に提供する
ことが可能である」とするＴＲ　２３．８８２のセクション５に従って、上記に示されて
いるように、ユーザー装置（ＵＥ）は、例えば、ＭＢＭＳ、ＣＢＣセル・ブロードキャス
ト、そして８０２．２１が定義するプロトコルを介してアクセス・ネットワークに関する
情報を受信／そしてリクエストすることができる。
【０１４５】
ＴＲ　２３．８８２（システム・アーキテクチャー・エボルーション）に関して重要な点
は、３ＧＰＰ及び３ＧＰＰ　ＩＰアクセスシステムを含む多様なアクセス・システムをサ
ポートすることである。ユーザー装置（ＵＥ）の近辺の利用可能及び／又はサポートされ
るネットワークを発見することを必要とする。ＴＲ　２３．８８２を検討すると、アクセ
ス・ネットワーク情報ディスカバリーが未解決の問題であることが明らかになる。この出
願において、その問題は、以下のアプローチにより解決される：
【０１４６】
ブロードキャスト／マルチキャストに基づくアプローチ
【０１４７】
３ＧＰＰ明細事項によると、ブロードキャストには以下の種類がある：
【０１４８】
１．　ＢＣＣＨを通じたチャンネル・ブロードキャスト：アクセス・システムは、ユーザ
ー装置（ＵＥ）が近辺のセルを発見するのを手助けするために同一のアクセス技術の近辺
のセルに関する情報を通知する。この機能は、他のアクセス・ネットワークに関する情報
を通知するように拡大することができるが、ブロードキャスト・コントロール・チャンネ
ルで大量のネットワーク情報を通知／ブロードキャストするのは、ラジオ資源を無駄にす
る。
【０１４９】
２．　セル・ブロードキャスト・センター(CBC)を通じたセル・ブロードキャスト：アク
セス・ネットワーク情報が、セルに基づいて特定の位置にある全てのユーザー装置（ＵＥ
）にブロードキャストされる。幾つかの理由でこのアプローチの方が良いが、上記に説明
されるように、オペレーターは、全て／認証されていないＵＥに通知することに興味がな
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い場合がある。
【０１５０】
３．　ＭＢＭＳを通じたマルチキャスト：アクセス・ネットワーク情報は、ターゲットさ
れたユーザー装置（ＵＥ）だけ（例えば、サービスに加入した）にマルチキャストされる
。上記に説明されるように、とりわけオペレータにとって実行可能なビジネスであるため
、このアプローチが最望ましいものである。
【０１５１】
クエリーに基づくアプローチ
【０１５２】
この場合、ユーザー装置（ＵＥ）は、ユーザー装置（ＵＥ）の近辺で利用可能な他のアク
セス・ネットワークに関する情報を取得するために「アクセス・ネットワークのデータベ
ース（ＤＡＮ）」（好ましくは、どのアクセス・ネットワークからでもアクセスできる）
にアクセスするように構成されている。上記の実施例が説明するように、このアプローチ
は、アクセス・ネットワークの情報を保存、及びＵＥクエリーの応答として全ての利用可
能なアクセス・ネットワーク・インターフェースにおいてＵＥに情報を送信することがで
きる存在するあるいは新しい機能的エンティティー（例えば、ネットワーク情報リポジト
リー（ＮＩＲ）など）を必要とする。
【０１５３】
アクセス・システム・ディスカバリーの上記の両方のアプローチは、関連する設計配慮が
ある。幾つかの好ましい実施例において、ブロードキャストあるいはマルチキャスト・ア
プローチ（上記に説明）とクエリーに基づくアプローチ（上記に説明）の要素を組み合わ
せる複合的アプローチ　が提供される。
【０１５４】
幾つかの好ましい実施例において、複合的アプローチを実現するために、ＵＥが以下を実
行できるためにユーザー装置（ＵＥ）とネットワークに条件が規定される：
【０１５５】
１．　近辺／サポートされるネットワークに関する主要情報を受信（例えば、ＭＢＭＳの
３ＧＰＰ技術的明細事項において定義されるようにマルチキャストを受信（例えば、２２
．１４６，２３．２４６など）、あるいは、ＣＢＳに関する３ＧＰＰ技術的明細事項に定
義されるようにセル・ブロードキャストを受信する）。
【０１５６】
２．　幾つかの標準プロトコル（例えば、ＩＥＥＥ　８０２．２１が定義するもの）を仕
様する同一のネットワークに関する二次あるいは追加的情報を入手するためにＤＡＮにク
エリーを送信（必要な場合）。
【０１５７】
３．　ユーザー装置（ＵＥ）は、存在するインターフェースを使用してあらゆる利用可能
なアクセス・ネットワークからＤＡＮにアクセスできる（例えば、Ｓ１－Ｓ５－Ｇｉある
いはＳ２－Ｇｉ，あるいはＤＡＮが３ＧＰＰネットワークの外にある場合、ＢＭ－ＳＣを
通じる）。
【０１５８】
好ましい実施例において、入手可能な主要及び二次情報の両方からユーザー装置（ＵＥ）
は、セッションの継続のためにハンドオーバーする最適な候補ネットワークを選択する。
【０１５９】
レファレンスとして図１３は、複合的システム（例えば、ＤＡＮ）などに関する幾つかの
機能的要素／インターフェースを含む本書の幾つかの実施例に従って修正された３ＧＰＰ
ラジオ技術の長期発展を表示する図である。ここでは、３ＧＰＰ文献に説明されているよ
うに、とりわけＧＥＲＡＮは、ＧＳＭ　ＥＤＧＥラジオアクセス・ネットワークを表し；
ＵＴＲＡＮは、ＵＭＴＳ地上波ラジオ・アクセス・ネットワークを表し；ＭＭＥは、モビ
リィティ管理・エンティティーを表し；ＵＰＥは、ユーザー・プレーン・エンティティー
を表し；インターＡＳアンカーは、インター・アクセス・システム・アンカーなどを表す
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／Ｈｉｇｈｌｉｇｈｔｓ／ＬＴＥ／ＬＴＥ．ｈｔｍ＞＞が引用される。とりわけ、Ｓ１か
らＳ７は、以下の通り説明される：
【０１６０】
Ｓ１：ユーザー・プレーンの移動のためのラジオ・アクセス・ネットワークとプレーン・
トラフィックを制御するための基幹ネットワーク。
Ｓ２：ユーザー・プレーン制御とモビリティ・サポートのための基幹ネットワークの非３
ＧＰＰアクセス・ネットワーク（例えば、ワイヤレスＬＡＮ）。
Ｓ３：アイドル及び／又はアクティブ状態でのユーザーと運搬人に情報交換のためのＧＰ
ＲＳから発展基幹ネットワーク。
Ｓ４：モビリティ・サポートのためのＧＰＲＳから発展基幹ネットワーク。
Ｓ５：ユーザー・プレーン制御とモビリティ・サポートのためのインター・アクセス・シ
ステム・アンカーのモビリティ管理エンティティー／ユーザー・プレーン・エンティティ
ー。
Ｓ６：加入者データの転送のためのホーム加入者サーバーから発展した基幹ネットワーク
（認証と認可）。
Ｓ７：サービスの質と料金の規則の転送のためのＰＣＲＦからポリシー変更と請求の実施
ポイント。
【０１６１】
発明の幅広い範囲
【０１６２】
本発明の実施形態が本書において説明されているが、本発明は、本書において説明される
多様な好ましい実施形態に限定されるものではなく、本開示に基づいて当業者が予期する
と思われる均等な要素、修正、削除、（例えば多様な実施形態の態様の）組み合わせ、適
応及び/又は変更されたいずれかのあるいはあらゆる全ての実施形態を含むものである。
請求項における限定は、請求項の用語に基づいて幅広く解釈されるものであり、非独占的
に解釈されるべきであり、本明細書あるいは本出願の出願手続き中に説明された例に限定
されるものではない。例えば、本開示において、「好ましい」という用語は、非独占的で
あり、「好ましいものではあるが、それに限定されるものではない」という意味を持つ。
本開示及び本出願の手続中は、ミーンズ・プラス・ファンクションあるいはステップ・プ
ラス・ファンクション限定は、特定の請求項限定に以下の全ての条件が揃った時にだけ適
用される、ａ）「（何々）する手段」あるいは「（何々）するステップ」が明示されてい
る、ｂ）対応する機能が明示されている、及びｃ）構造をサポートする構造、内容あるい
は行動が明示されていない場合である。本開示及び本出願の手続中において、「本発明」
あるいは「発明」という用語は、本開示内の１つあるいは１つ以上の態様の参考として使
用される。本発明あるいは発明という用語は、臨界の特定であると不適切に解釈されるべ
きではなく、全ての態様あるいは実施形態に適用されるものと不適切に解釈されるべきで
はなく（即ち、本発明は、当然ながら多数の態様及び実施形態を持つものである）、出願
あるいは請求項の範囲を限定するものだと不適切に解釈されるべきではない。本開示及び
出願の手続中において、「実施形態」という用語は、態様、特徴、プロセスあるいはステ
ップ、それらのあらゆる組み合わせ、及び/又はそれらのあらゆる部分等を説明するのに
使用される。幾つかの例において、多様な実施形態は、重複する特徴を含む場合がある。
本開示において、以下の省略された用語が使用されることがある。「e.g.」は「例えば」
という意味である。
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