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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局において、
　ディレクトリ・デバイスに対して貯蔵（repository）デバイス識別子に関する要求を送
信することであって、前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求が前記移動局の少なくと
も第１推定位置を示している、送信することと、
　前記ディレクトリ・デバイスから貯蔵デバイスに関する前記貯蔵デバイス識別子を受信
することであって、前記貯蔵デバイス識別子は、前記貯蔵デバイスと前記第１推定位置に
相当する少なくとも１つの屋内領域とを識別する、受信することと、
　前記貯蔵デバイスに対して前記少なくとも１つの屋内領域に関するポジション・アシス
タンス・データ（position assistance data）に関する要求を送信することと、
　前記貯蔵デバイスから前記ポジション・アシスタンス・データを受信することであって
、前記ポジション・アシスタンス・データは、少なくとも一部では、前記少なくとも１つ
の屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタデータ、および、電子マップもし
くはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに相当するものを備える、受信する
ことと、
　前記移動局の位置を推定する際に使用するための少なくとも１つの機能に対して、前記
符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供することと、
　を備える方法。
【請求項２】
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　ポジション・アシスタンス・データに関する前記要求は貯蔵デバイス識別子を備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記移動局において、
　　解読鍵を受信すること、をさらに備え、
　　前記符号化されたメタデータを復号することは、前記解読鍵を用いて前記符号化され
たメタデータの少なくとも一部を解読することをさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、ディレクトリ・デバイス、前記貯蔵
デバイス、もしくはマップ推論デバイス、の少なくとも１つを経由して提供される分析器
能力によって、少なくとも一部では、確立される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、前記移動局がポジション・アシスタ
ンス・データに関する前記要求を送信するよりも前に、少なくとも一部では確立され、前
記貯蔵デバイスにおいて格納される、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、ポジション・アシスタンス・データ
に関する前記要求に応じて、少なくとも一部では、確立される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記移動局において、
　　群衆ソーシング・デバイスに対して前記少なくとも１つの屋内領域に関する収集され
たデータを集める（gather）こと、および、送信すること、もしくは、
　　前記群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタ
データを受信すること、および、前記少なくとも１つの機能に対して前記追加メタデータ
の少なくとも一部を提供すること、
　のうち少なくとも１つによって、前記群衆ソーシング・デバイスとインターフェースを
とることを、さらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記移動局において、
　　局所デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する局所メタデータを受信する
ことと、
　　前記少なくとも１つの機能に対して前記局所メタデータの少なくとも一部を提供する
ことと、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの機能は、ポジショニング機能、ナビゲーション機能、もしくは、
位置ベースのサービス機能、のうち少なくとも１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　移動局内で使用するための装置であって、
　ディレクトリ・デバイスに対して貯蔵デバイス識別子に関する要求を送信するための手
段であって、前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求が前記移動局の少なくとも第１推
定位置を示している、送信するための手段と、
　前記ディレクトリ・デバイスから貯蔵デバイスに関する前記貯蔵デバイス識別子を受信
するための手段であって、前記貯蔵デバイス識別子は、前記貯蔵デバイスと前記第１推定
位置に相当する少なくとも１つの屋内領域とを識別する、受信するための手段と、
　前記貯蔵デバイスに対して前記少なくとも１つの屋内領域に関するポジション・アシス
タンス・データに関する要求を送信するための手段と、
　前記貯蔵デバイスから前記ポジション・アシスタンス・データを受信するための手段で
あって、前記ポジション・アシスタンス・データは、少なくとも一部では、前記少なくと
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も１つの屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタデータ、および、電子マッ
プもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに相当するものを備える、受
信するための手段と、
　前記移動局の位置を推定する際に、使用するための少なくとも１つの機能に対して、前
記符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供するための手段と、
　を備える装置。
【請求項１１】
　　解読鍵を取得するための手段と、
　　前記解読鍵を用いて、前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を解読するため
の手段と、
　をさらに備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記符号化されたメタデータは、分析器能力によって、少なくとも一部では、確立され
ている、請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　　群衆ソーシング・デバイスに対して前記少なくとも１つの屋内領域に関する収集され
たデータを送信するための手段、もしくは、
　　前記群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタ
データを受信するための手段、および、前記少なくとも１つの機能をサポートするために
前記追加メタデータの少なくとも一部を提供するための手段、
　のうちの少なくとも１つ、をさらに備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　　局所デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する局所メタデータを受信する
ための手段と、
　　前記少なくとも１つの機能に対して前記局所メタデータの少なくとも一部を提供する
ための手段と、
　をさらに備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１５】
　移動局であって、
　ネットワーク・インターフェースと、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由してディレクトリ・デバイスに対して貯
蔵デバイス識別子に関する要求の送信を開始することであって、前記貯蔵デバイス識別子
に関する前記要求は前記移動局の少なくとも第１推定位置を示す、開始し、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して前記ディレクトリ・デバイスから貯
蔵デバイスに関する前記貯蔵デバイス識別子を取得することであって、前記貯蔵デバイス
識別子は、前記貯蔵デバイス、および、前記第１推定位置に相当する少なくとも１つの屋
内領域を識別する、取得し、
　　前記貯蔵デバイスに対して前記少なくとも１つの屋内領域に関するポジション・アシ
スタンス・データに関する要求の送信を開始し、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して前記貯蔵デバイスから前記ポジショ
ン・アシスタンス・データを取得することであって、前記ポジション・アシスタンス・デ
ータは、少なくとも一部では、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関する
符号化されたメタデータ、および、電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの
少なくとも１つに相当するもの、を備える、取得し、
　　前記移動局の位置を推定する際に使用するための少なくとも１つの機能に対して前記
符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供する、
　処理ユニットと、
　を備える移動局。
【請求項１６】
　前記処理ユニットはさらに、
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　　解読鍵を取得し、
　　前記解読鍵を使用して前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を解読する、
　請求項１５に記載の移動局。
【請求項１７】
　前記解読鍵は、前記ネットワーク・インターフェースを経由して、ディレクトリ・デバ
イスから取得される、請求項１６に記載の移動局。 
【請求項１８】
　前記符号化されたメタデータは、分析器能力によって、少なくとも一部では、確立され
ている、請求項１５に記載の移動局。
【請求項１９】
　前記符号化されたメタデータは、ポジション・アシスタンス・データに関する前記要求
の送信よりも前に、少なくとも一部では、確立されている、請求項１５に記載の移動局。
【請求項２０】
　前記符号化されたメタデータは、ポジション・アシスタンス・データに関する前記要求
に応じて、少なくとも一部では、確立されている、請求項１５に記載の移動局。
【請求項２１】
　前記処理ユニットは、さらに、
　　群衆ソーシング・デバイスに対して前記少なくとも１つの屋内領域に関する収集され
たデータの送信を開始すること、もしくは、
　　前記群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタ
データを取得すること、および、前記少なくとも１つの機能に対して前記追加メタデータ
の少なくとも一部を提供すること、
　のうちの少なくとも１つによって、前記群衆ソーシング・デバイスと、前記ネットワー
ク・インターフェースを経由してインターフェースをとる、請求項１５に記載の移動局。
【請求項２２】
　前記処理ユニットは、さらに、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して、局所デバイスから前記少なくとも
１つの屋内領域に関する局所メタデータを取得し、
　　前記少なくとも１つの機能をサポートするために前記局所メタデータの少なくとも一
部を使用する、
　請求項１５に記載の移動局。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの機能は、ポジショニング機能、ナビゲーション機能、もしくは、
位置ベースのサービス機能、のうち少なくとも１つを備える、請求項１５に記載の移動局
。
【請求項２４】
　　ディレクトリ・デバイスに対して貯蔵デバイス識別子に関する要求の送信を開始する
ことであって、前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求は移動局の少なくとも第１推定
位置を示す、開始し、
　　前記ディレクトリ・デバイスから貯蔵デバイスに関する前記貯蔵デバイス識別子を取
得することであって、前記貯蔵デバイス識別子は、前記貯蔵デバイスと前記第１推定位置
に相当する少なくとも１つの屋内領域とを識別する、取得し、
　　前記貯蔵デバイスに対して前記少なくとも１つの屋内領域に関するポジション・アシ
スタンス・データに関する要求の送信を開始し、
　　前記貯蔵デバイスから前記ポジション・アシスタンス・データを取得することであっ
て、前記ポジション・アシスタンス・データは、少なくとも一部では、前記少なくとも１
つの屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタデータ、および、電子マップも
しくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに相当するもの、を備える、取得
し、
　　前記移動局の位置を推定する際に使用するための少なくとも１つの機能に対して前記
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符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供する、
　ように移動局内で処理ユニットによって実行可能な、そこに格納されたコンピュータ・
インプリメント可能命令を有する非一時的な（non-transitory）コンピュータ可読記憶媒
体。
【請求項２５】
　前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　解読鍵を取得し、
　　前記解読鍵を用いて前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を解読する、
　ように、前記処理ユニットによってさらに実行可能である、請求項２４に記載の非一時
的なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２６】
　前記符号化されたメタデータは、分析器能力によって、少なくとも一部では、確立され
ている、請求項２４に記載の非一時的なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２７】
　前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタデー
タを取得し、
　　前記少なくとも１つの機能をサポートするために前記追加メタデータの少なくとも一
部を提供する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、請求項２４に記載の非一時的
なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２８】
　前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　局所デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する局所メタデータを取得し、
　　前記少なくとも１つの機能に対して前記局所メタデータの少なくとも一部を提供する
、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、請求項２４に記載の非一時的
なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２９】
　マップ推論デバイスのコンピューティング・プラットホームにおいて、
　少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関して、電子マップもしくはアクセス・
ポイント・ロケータの少なくとも１つを取得することと、
　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの少
なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関する
符号化されたメタデータを確立することと、
　貯蔵デバイスに対して前記符号化されたメタデータを送信することであって、前記貯蔵
デバイスは、
　　移動局による、ディレクトリ・デバイスに対しての貯蔵デバイス識別子に関する要求
の送信であって、貯蔵デバイス識別子に関する前記要求が前記移動局の少なくとも第１推
定位置を示している、送信と、
　　前記移動局による、前記ディレクトリ・デバイスからの前記貯蔵デバイスに関する前
記貯蔵デバイス識別子の受信であって、前記貯蔵デバイス識別子は、前記貯蔵デバイスと
前記第１推定位置に相当する少なくとも１つの屋内領域とを識別する、受信と、
　　前記移動局から受信されたポジション・アシスタンス・データに関する要求と、
　に応じて、前記移動局に対して前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供す
る、送信することと、
　を備える方法。
【請求項３０】
　前記マップ推論デバイスにおいて、
　　暗号化鍵を用いて前記符号化されたメタデータを暗号化することと、



(6) JP 5770285 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

　　前記移動局に対して前記暗号化鍵に相当する解読鍵を送信することと、
　をさらに備える、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、前記貯蔵デバイスから受信された要
求に応じて、少なくとも一部では、確立される、請求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、ポジショニング機能、ナビゲーショ
ン機能、もしくは、位置ベースのサービス機能、のうちの少なくとも１つで、前記移動局
内で使用するためである、請求項２９に記載の方法。
【請求項３３】
　マップ推論デバイスにおいて使用するための装置であって、
　少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関して、電子マップもしくはアクセス・
ポイント・ロケータの少なくとも１つを取得するための手段と、
　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの少
なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関する
符号化されたメタデータを確立するための手段と、
　貯蔵デバイスに対して前記符号化されたメタデータを送信するための手段であって、前
記貯蔵デバイスは、
　　移動局による、ディレクトリ・デバイスに対しての貯蔵デバイス識別子に関する要求
の送信であって、貯蔵デバイス識別子に関する前記要求が前記移動局の少なくとも第１推
定位置を示している、送信と、
　　前記移動局による、前記ディレクトリ・デバイスからの前記貯蔵デバイスに関する前
記貯蔵デバイス識別子の受信であって、前記貯蔵デバイス識別子は、前記貯蔵デバイスと
前記第１推定位置に相当する少なくとも１つの屋内領域とを識別する、受信と、
　　前記移動局から受信されたポジション・アシスタンス・データに関する要求と、
　に応じて、前記移動局に対して前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供す
る、送信するための手段と、
　を備える装置。
【請求項３４】
　前記マップ推論デバイスにおいて、
　　暗号化鍵を用いて前記符号化されたメタデータを暗号化するための手段と、
　　前記移動局に対して前記暗号化鍵に相当する解読鍵を送信するための手段と、
　をさらに備える、請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　符号化されたメタデータを確立するための前記手段は、前記貯蔵デバイスから受信され
た要求に応じて、前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を確立する、請求項３３
に記載の装置。
【請求項３６】
　符号化されたメタデータを確立するための前記手段は、ポジショニング機能、ナビゲー
ション機能、もしくは、位置ベースのサービス機能、のうちの少なくとも１つで、前記移
動局によって使用するための前記符号化されたメタデータを確立する、請求項３３に記載
の装置。
【請求項３７】
　マップ推論デバイスにおいて使用するためのコンピューティング・プラットホームであ
って、
　ネットワーク・インターフェースと、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して、少なくとも１つの屋内領域の少な
くとも一部に関して、電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１
つを取得し、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
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少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関す
る符号化されたメタデータを確立し、
　　貯蔵デバイスに対して前記符号化されたメタデータの送信を開始することであって、
前記貯蔵デバイスは、
　　　移動局による、ディレクトリ・デバイスに対しての貯蔵デバイス識別子に関する要
求の送信であって、貯蔵デバイス識別子に関する前記要求が前記移動局の少なくとも第１
推定位置を示している、送信と、
　　　前記移動局による、前記ディレクトリ・デバイスからの前記貯蔵デバイスに関する
前記貯蔵デバイス識別子の受信であって、前記貯蔵デバイス識別子は、前記貯蔵デバイス
と前記第１推定位置に相当する少なくとも１つの屋内領域とを識別する、受信と、
　　　前記移動局から受信されたポジション・アシスタンス・データに関する要求と、
　　に応じて、前記移動局に対して前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供
する、開始する、
　処理ユニットと、
　を備えるコンピューティング・プラットホーム。
【請求項３８】
　前記処理ユニットはさらに、
　　暗号化鍵を用いて前記符号化されたメタデータを暗号化し、
　　前記移動局に対して前記暗号化鍵に相当する解読鍵の送信を開始する、
　請求項３７に記載のコンピューティング・プラットホーム。
【請求項３９】
　前記処理ユニットは、前記ネットワーク・インターフェースを経由して前記貯蔵デバイ
スから受信された要求に応じて、前記符号化されたメタデータを確立する、請求項３７に
記載のコンピューティング・プラットホーム。
【請求項４０】
　前記処理ユニットは、ポジショニング機能、ナビゲーション機能、もしくは、ロケーシ
ョン・ベースのサービス機能、のうちの少なくとも１つで前記移動局によって使用するた
めの前記符号化されたメタデータを確立する、請求項３７に記載のコンピューティング・
プラットホーム。
【請求項４１】
　　少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関して、電子マップもしくはアクセス
・ポイント・ロケータの少なくとも１つを取得し、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関す
る符号化されたメタデータを確立し、
　　貯蔵デバイスに対して前記符号化されたメタデータの送信を開始することであって、
前記貯蔵デバイスは、
　　　移動局による、ディレクトリ・デバイスに対しての貯蔵デバイス識別子に関する要
求の送信であって、前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求が前記移動局の少なくとも
第１推定位置を示している、送信と、
　　　前記移動局による、前記ディレクトリ・デバイスからの前記貯蔵デバイスに関する
前記貯蔵デバイス識別子の受信であって、前記貯蔵デバイス識別子は、前記貯蔵デバイス
と前記第１推定位置に相当する少なくとも１つの屋内領域とを識別する、受信と、
　　　前記移動局から受信されたポジション・アシスタンス・データに関する要求と、
　　に応じて、前記移動局に対して前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供
する、開始する、
　ように、ディレクトリ・デバイス内の処理ユニットによって実行可能であるコンピュー
タ・インプリメント可能命令をそこに格納している非一時的なコンピュータ可読記憶媒体
。
【請求項４２】
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　前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　暗号化鍵を用いて前記符号化されたメタデータを暗号化し、
　　前記移動局に対して前記暗号化鍵に相当する解読鍵の送信を開始する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、請求項４１に記載の非一時的
なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４３】
　前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　前記貯蔵デバイスから受信された要求に応じて、前記符号化されたメタデータを確立
する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、請求項４１に記載の非一時的
なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４４】
　前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　ポジショニング機能、ナビゲーション機能、もしくは位置ベースのサービス機能、の
うち少なくとも１つで前記移動局によって使用するための前記符号化されたメタデータを
確立する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、請求項４１に記載の非一時的
なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４５】
　ディレクトリ・デバイスにおいて、
　　少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関して、電子マップもしくはアクセス
・ポイント・ロケータの少なくとも１つを取得することと、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関し
て符号化されたメタデータを確立することと、
　　貯蔵デバイスに対して前記符号化されたメタデータを送信することと、
　　移動局から貯蔵デバイス識別子に関する要求を受信することであって、前記貯蔵デバ
イス識別子に関する前記要求は、前記移動局の少なくとも第１推定位置を示す、受信する
ことと、
　　前記第１推定位置が前記少なくとも１つの屋内領域の前記少なくとも前記一部に相当
すると決定することに応答して、前記移動局に対して前記貯蔵デバイスに関する貯蔵デバ
イス識別子を送信することと、
　を備える方法。
【請求項４６】
　前記ディレクトリ・デバイスにおいて、
　　前記第１推定位置が、前記少なくとも１つの屋内領域の前記少なくとも前記一部に相
当するという決定に応答して、前記移動局に対して、前記電子マップ、前記アクセス・ポ
イント・ロケータ、もしくは前記符号化されたメタデータのうちの、少なくとも１つに関
する少なくとも１つの識別子、をさらに送信すること、
　をさらに備える、請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
　前記ディレクトリ・デバイスにおいて、
　　暗号化鍵を用いて前記符号化されたメタデータを暗号化することと、
　　前記移動局に対して、前記暗号化鍵に相当する解読鍵を送信することと、
　をさらに備える、請求項４５に記載の方法。
【請求項４８】
　前記ディレクトリ・デバイスにおいて、
　　群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタデー
タを取得することをさらに備え、
　　前記符号化されたメタデータを確立することは、前記追加メタデータの少なくとも一
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部に、少なくとも一部では、基づいて前記符号化されたメタデータを確立することをさら
に備える、
　請求項４５に記載の方法。
【請求項４９】
　前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、少なくとも一部では、前記移動局か
ら前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求を受信するよりも前に確立される、請求項４
５に記載の方法。
【請求項５０】
　前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、少なくとも一部では、前記移動局か
らの前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求もしくは前記貯蔵デバイスから受信された
要求のうちの少なくとも１つに応じて確立される、請求項４５に記載の方法。
【請求項５１】
　前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、ポジショニング機能、ナビゲーショ
ン機能、もしくは位置ベースのサービス機能、のうちの少なくとも１つで前記移動局によ
って使用するためである、請求項４５に記載の方法。
【請求項５２】
　ディレクトリ・デバイス内で使用するための装置であって、
　　少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関して、電子マップもしくはアクセス
・ポイント・ロケータの少なくとも１つを取得するための手段と、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関し
て符号化されたメタデータを確立するための手段と、
　　貯蔵デバイスに対して前記符号化されたメタデータを送信するための手段と、
　　移動局から貯蔵デバイス識別子に関する要求を受信するための手段であって、前記貯
蔵デバイス識別子に関する前記要求は、前記移動局の少なくとも第１推定位置を示す、受
信するための手段と、
　　前記第１推定位置が前記少なくとも１つの屋内領域の前記少なくとも前記一部に相当
するという決定に応答して、前記移動局に対して前記貯蔵デバイスに関する貯蔵デバイス
識別子を送信するための手段と、
　を備える装置。
【請求項５３】
　前記第１推定位置が前記少なくとも１つの屋内領域の前記少なくとも前記一部に相当す
るという決定に応答して、前記電子マップ、前記アクセス・ポイント・ロケータ、もしく
は前記符号化されたメタデータのうちの少なくとも１つに関する少なくとも１つの識別子
を前記移動局に対して送信するための手段、をさらに備える、請求項５２に記載の装置。
【請求項５４】
　　暗号化鍵を用いて前記符号化されたメタデータを暗号化するための手段と、
　　前記移動局に対して前記暗号化鍵に相当する解読鍵を送信するための手段と、
　をさらに備える、請求項５２に記載の装置。
【請求項５５】
　　群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタデー
タを取得するための手段と、
　　さらに、少なくとも一部では、前記追加メタデータの少なくとも一部に基づいて、前
記符号化されたメタデータを確立するための手段と、
　をさらに備える、請求項５２に記載の装置。
【請求項５６】
　前記符号化されたメタデータを確立するための前記手段は、前記貯蔵デバイス識別子に
関する前記要求が前記移動局から受信されているよりも前に、前記符号化されたメタデー
タを確立する、請求項５２に記載の装置。
【請求項５７】
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　前記符号化されたメタデータを確立するための前記手段は、前記移動局からの前記貯蔵
デバイス識別子に関する前記要求か、あるいは前記貯蔵デバイスから受信される要求、の
うちの少なくとも１つを受信することに応答して、少なくとも一部では、前記符号化され
たメタデータを確立する、請求項５２に記載の装置。
【請求項５８】
　ディレクトリ・デバイスにおいて、
　ネットワーク・インターフェースと、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して、少なくとも１つの屋内領域の少な
くとも一部に関して、電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１
つを、取得し、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関す
る符号化されたメタデータを確立し、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して貯蔵デバイスに対して前記符号化さ
れたメタデータの送信を開始し、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して移動局から貯蔵デバイス識別子に関
する要求を取得することであって、前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求は、前記移
動局の少なくとも第１推定位置を示す、取得し、
　　前記第１推定位置は前記少なくとも１つの屋内領域の前記少なくとも前記一部に相当
するという決定に応答して、前記ネットワーク・インターフェースを経由して、前記移動
局に対して前記貯蔵デバイスに関する貯蔵デバイス識別子の送信を開始するための、
　処理ユニットと、
　を備えるコンピューティング・プラットホーム。
【請求項５９】
　前記処理ユニットは、さらに、前記第１推定位置が前記少なくとも１つの屋内領域の前
記少なくとも前記一部に相当するという決定に応答して、前記ネットワーク・インターフ
ェースを経由して前記移動局に対して、前記電子マップ、前記アクセス・ポイント・ロケ
ータ、もしくは前記符号化されたメタデータのうちの少なくとも１つに関する少なくとも
１つの識別子の送信を開始する、請求項５８に記載のコンピューティング・プラットホー
ム。
【請求項６０】
　前記処理ユニットは、さらに、
　　暗号化鍵を用いて前記符号化されたメタデータを暗号化し、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して前記移動局に対して前記暗号化鍵に
相当する解読鍵の送信を開始する、
　請求項５８に記載のコンピューティング・プラットホーム。
【請求項６１】
　前記処理ユニットは、さらに、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して群衆ソーシング・デバイスから前記
少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタデータを取得し、
　　少なくとも一部では、さらに、前記追加メタデータの少なくとも一部に基づいて前記
符号化されたメタデータを確立する、
　請求項５８に記載のコンピューティング・プラットホーム。
【請求項６２】
　前記処理ユニットは、さらに、前記移動局から受信されている前記貯蔵デバイス識別子
に関する前記要求よりも前に、前記符号化されたメタデータを確立する、請求項５８に記
載のコンピューティング・プラットホーム。
【請求項６３】
　前記処理ユニットは、さらに、少なくとも一部では、前記移動局からの前記貯蔵デバイ
ス識別子に関する前記要求、もしくは、前記ネットワーク・インターフェースを経由して



(11) JP 5770285 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

前記貯蔵デバイスからの要求、のうちの少なくとも１つを受信することに応答して、前記
符号化されたメタデータを確立する、請求項５８に記載のコンピューティング・プラット
ホーム。
【請求項６４】
　前記符号化されたメタデータの少なくとも一部をさらに確立するための前記処理ユニッ
トは、ポジショニング機能、ナビゲーション機能、もしくは、位置ベースのサービス機能
、のうちの少なくとも１つで、前記移動局によって使用するためである、請求項５８に記
載のコンピューティング・プラットホーム。
【請求項６５】
　　少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関して、電子マップもしくはアクセス
・ポイント・ロケータの少なくとも１つを取得し、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関し
て符号化されたメタデータを確立し、
　　貯蔵デバイスに対して前記符号化されたメタデータの送信を開始し、
　　移動局から貯蔵デバイス識別子に関する要求を取得することであって、前記貯蔵デバ
イス識別子に関する前記要求は、前記移動局の少なくとも第１推定位置を示す、取得し、
　　前記第１推定位置は前記少なくとも１つの屋内領域の前記少なくとも前記一部に相当
するという決定に応答して、前記移動局に対して前記貯蔵デバイスに関する貯蔵デバイス
識別子の送信を開始する、
　ように、ディレクトリ・デバイス内で処理ユニットによって実行可能であるコンピュー
タ・インプリメント可能命令がそこに格納されている非一時的なコンピュータ可読記憶媒
体。
【請求項６６】
　前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　前記第１推定位置が前記少なくとも１つの屋内領域の前記少なくとも前記一部に相当
するという決定に応答して、前記電子マップ、前記アクセス・ポイント・ロケータ、もし
くは前記符号化されたメタデータのうちの少なくとも１つに関する少なくとも１つの識別
子の送信を、前記移動局に対して、開始する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、請求項６５に記載の非一時的
なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項６７】
　前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　暗号化鍵を使用して前記符号化されたメタデータを暗号化し、
　　前記移動局に対して前記暗号化鍵に相当する解読鍵の送信を開始する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、請求項６５に記載の非一時的
なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項６８】
　前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタデー
タを取得し、
　　少なくとも一部では、前記追加メタデータの少なくとも一部にさらに基づいて、前記
符号化されたメタデータを確立する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、請求項６５に記載の非一時的
なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項６９】
　前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　前記移動局から前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求を取得するよりも前に、前
記符号化されたメタデータを確立する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、請求項６５に記載の非一時的
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なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項７０】
　前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、前記移動局からの前記貯蔵デバイス識
別子に関する前記要求か、あるいは、前記貯蔵デバイスから受信された要求、のうちの少
なくとも１つに応じて、前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を確立する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、請求項６５に記載の非一時的
なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項７１】
　貯蔵デバイスにおいて、
　　電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに相当する少な
くとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタデータを取得すること
と、
　　　移動局による、ディレクトリ・デバイスに対して貯蔵デバイス識別子に関する要求
の送信であって、前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求が前記移動局の少なくとも第
１推定位置を示している、送信と、
　　　前記移動局による、前記ディレクトリ・デバイスからの前記貯蔵デバイスに関する
前記貯蔵デバイス識別子の受信であって、前記貯蔵デバイス識別子は、前記貯蔵デバイス
と前記第１推定位置に相当する少なくとも１つの屋内領域とを識別する、受信と、
　　に応じて、前記移動局から、少なくとも１つの屋内領域に関するポジション・アシス
タンス・データに関する要求を受信することと、
　　前記移動局に対して、前記ポジション・アシスタンス・データの少なくとも一部を送
信することであって、前記ポジション・アシスタンス・データは、少なくとも一部では、
前記符号化されたメタデータ、および、前記符号化されたメタデータに相当する前記電子
マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つの少なくとも一部を
備える、送信することと、
　を備える方法。
【請求項７２】
　前記符号化されたメタデータを取得することは、前記貯蔵デバイスにおいて、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
うちの少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部
に関して前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を確立すること、
　をさらに備える、請求項７１に記載の方法。
【請求項７３】
　前記貯蔵デバイスにおいて、
　　群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタデー
タを取得すること、
　をさらに備え、ここで前記符号化されたメタデータの前記少なくとも前記一部を確立す
ることは、少なくとも一部では、前記追加メタデータの少なくとも一部に基づいて前記符
号化されたメタデータの前記少なくとも前記一部を確立することをさらに備える、
　請求項７２に記載の方法。
【請求項７４】
　前記符号化されたメタデータを取得することは、前記貯蔵デバイスにおいて、
　　前記ディレクトリ・デバイスから前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を受
信すること、
　をさらに備える、請求項７１に記載の方法。
【請求項７５】
　前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、前記ディレクトリ・デバイスによっ
て暗号化されている、請求項７１に記載の方法。
【請求項７６】
　前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、ポジション・アシスタンス・データ
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に関する前記要求を受信するよりも前に、少なくとも一部では、確立される、請求項７１
に記載の方法。
【請求項７７】
　前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、ポジション・アシスタンス・データ
に関する前記要求に応じて、少なくとも一部では、確立される、請求項７１に記載の方法
。
【請求項７８】
　前記貯蔵デバイスにおいて、
　　少なくとも一部では、前記少なくとも１つの屋内領域に関する少なくとも１つの現場
図に基づいて、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータのうちの少な
くとも１つを確立すること、
　をさらに備える、請求項７１に記載の方法。
【請求項７９】
　前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、ポジショニング機能、ナビゲーショ
ン機能、もしくは位置ベースのサービス機能、のうちの少なくとも１つで、前記移動局内
で使用するためである、請求項７１に記載の方法。
【請求項８０】
　貯蔵デバイス内で使用するための装置であって、
　電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに相当する少なく
とも１つの屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタデータを取得するための
手段と、
　　移動局による、ディレクトリ・デバイスに対して貯蔵デバイス識別子に関する要求の
送信であって、貯蔵デバイス識別子に関する前記要求が前記移動局の少なくとも第１推定
位置を示している、送信と、
　　前記移動局による、前記ディレクトリ・デバイスからの前記貯蔵デバイスに関する前
記貯蔵デバイス識別子の受信であって、前記貯蔵デバイス識別子は、前記貯蔵デバイスと
前記第１推定位置に相当する少なくとも１つの屋内領域とを識別する、受信と、
　に応じて、前記移動局から、少なくとも１つの屋内領域に関するポジション・アシスタ
ンス・データに関する要求を受信するための手段と、
　前記移動局に対して、前記ポジション・アシスタンス・データの少なくとも一部を送信
するための手段であって、前記ポジション・アシスタンス・データは、少なくとも一部で
は、前記符号化されたメタデータ、および、前記符号化されたメタデータに相当する前記
電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つの少なくとも一
部を備える、送信するための手段と、
　を備える装置。
【請求項８１】
　前記符号化されたメタデータを取得するための前記手段は、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
うちの少なくとも１つに基づいて前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に
関する前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を確立するための手段、
　をさらに備える、請求項８０に記載の装置。
【請求項８２】
　　群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタデー
タを取得するための手段、
　をさらに備え、ここで前記符号化されたメタデータの前記少なくとも前記一部を確立す
るための前記手段は、少なくとも一部では、前記追加メタデータの少なくとも一部に基づ
いて前記符号化されたメタデータの前記少なくとも前記一部を確立するための手段、をさ
らに備える、
　請求項８１に記載の装置。
【請求項８３】
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　前記符号化されたメタデータの少なくとも前記一部を確立するための前記手段は、少な
くとも一部では、ポジション・アシスタンス・データに関する前記要求に応じて、前記符
号化されたメタデータの少なくとも前記一部を確立する、請求項８１に記載の装置。
【請求項８４】
　　少なくとも一部では、前記少なくとも１つの屋内領域に関する少なくとも１つの現場
図に基づいて、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータ、のうちの少
なくとも１つを確立するための手段、
　をさらに備える、請求項８０に記載の装置。
【請求項８５】
　貯蔵デバイスにおいて、
　ネットワーク・インターフェースと、
　　電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに相当する少な
くとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタデータを取得し、
　　　移動局による、ディレクトリ・デバイスに対しての貯蔵デバイス識別子に関する要
求の送信であって、前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求が前記移動局の少なくとも
第１推定位置を示している、送信と、
　　　前記移動局による、前記ディレクトリ・デバイスからの前記貯蔵デバイスに関する
前記貯蔵デバイス識別子の受信であって、前記貯蔵デバイス識別子は、前記貯蔵デバイス
と前記第１推定位置に相当する少なくとも１つの屋内領域とを識別する、受信と、
　　に応じて、前記ネットワーク・インターフェースを経由して、前記移動局から、少な
くとも１つの屋内領域に関するポジション・アシスタンス・データに関する要求を取得し
、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して、前記移動局に対して、前記ポジシ
ョン・アシスタンス・データの少なくとも一部の送信を開始することであって、前記ポジ
ション・アシスタンス・データは、少なくとも一部では、前記符号化されたメタデータ、
および、前記符号化されたメタデータに相当する前記電子マップもしくは前記アクセス・
ポイント・ロケータの少なくとも１つの少なくとも一部を備え、開始する、
　ための処理ユニットと、
　を備えるコンピューティング・プラットホーム。
【請求項８６】
　前記処理ユニットは、さらに、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
うちの少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部
に関する前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を確立する、
　請求項８５に記載のコンピューティング・プラットホーム。
【請求項８７】
　前記処理ユニットは、さらに、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して群衆ソーシング・デバイスから前記
少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタデータを取得し、
　　さらに、少なくとも一部では、前記追加メタデータの少なくとも一部に基づいて前記
符号化されたメタデータの前記少なくとも前記一部を確立する、
　請求項８６に記載のコンピューティング・プラットホーム。
【請求項８８】
　前記処理ユニットは、さらに、
　　少なくとも一部では、ポジション・アシスタンス・データに関する前記要求に応じて
、前記符号化されたメタデータの少なくとも前記一部を確立する、
　請求項８６に記載のコンピューティング・プラットホーム。
【請求項８９】
　前記処理ユニットは、さらに、
　　少なくとも一部では、前記少なくとも１つの屋内領域に関する少なくとも１つの現場
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図に基づいて、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータ、のうちの少
なくとも１つを確立する、
　請求項８６に記載のコンピューティング・プラットホーム。
【請求項９０】
　　電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに相当する少な
くとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタデータを取得し、
　　　移動局による、ディレクトリ・デバイスに対しての貯蔵デバイス識別子に関する要
求の送信であって、前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求が前記移動局の少なくとも
第１推定位置を示している、送信と、
　　　前記移動局による、前記ディレクトリ・デバイスからの貯蔵デバイスに関する前記
貯蔵デバイス識別子の受信であって、前記貯蔵デバイス識別子は、前記貯蔵デバイスと前
記第１推定位置に相当する少なくとも１つの屋内領域とを識別する、受信と、
　　に応じて、前記移動局から、少なくとも１つの屋内領域に関するポジション・アシス
タンス・データに関する要求を取得し、
　　前記移動局に対して、前記ポジション・アシスタンス・データの少なくとも一部の送
信を開始することであって、前記ポジション・アシスタンス・データは、少なくとも一部
では、前記符号化されたメタデータ、および、前記符号化されたメタデータに相当する前
記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つの少なくとも
一部を備え、開始する、
　ように、貯蔵デバイス内で処理ユニットによって実行可能である、コンピュータ・イン
プリメント可能命令をそこに格納している、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項９１】
　前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
うちの少なくとも１つに基づいて前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に
関する前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を確立する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、請求項９０に記載の非一時的
なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項９２】
　前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタデー
タを取得し、
　　少なくとも一部では、さらに前記追加メタデータの少なくとも一部に基づいて前記符
号化されたメタデータの前記少なくとも前記一部を確立する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、請求項９１に記載の非一時的
なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項９３】
　前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　少なくとも一部では、ポジション・アシスタンス・データに関する前記要求に応じて
、前記符号化されたメタデータの少なくとも前記一部を確立する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、請求項９１に記載の非一時的
なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項９４】
　前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　少なくとも一部では、前記少なくとも１つの屋内領域に関する少なくとも１つの現場
図に基づいて、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータのうちの少な
くとも１つを確立する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、請求項９１に記載の非一時的
なコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
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【関連出願】
【０００１】
　これは、同一表題を有し２０１１年７月２０日に出願された米国非仮特許出願第１３／
１８７，４０５号、および、「INDOOR POSITIONING SERVER ARCHITECTURE」と題を付けら
れ２０１０年７月２３日に出願された米国仮特許出願第６１／３６７，３４０号、および
、「MOBILE-SERVER ARCHITECTURE OPTIONS」と題を付けられ２０１０年７月３０日に出願
された米国仮特許出願第６１／３６９，５４８号、に対して優先権を主張するPCT出願で
あり、これらのうち全てが参照によってここに組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　ここに開示された技術主題は電子デバイスに関連しており、より詳細には、複数の異な
る屋内領域の少なくとも１つについて、移動局に対して、ポジション・アシスタンス・デ
ータ（position assistance data）および／または類似物を提供するために、コンピュー
ティング・プラットホームおよび／または移動局を備える多様なデバイスにおける使用を
目的とした方法および装置に関連している。
【背景技術】
【０００３】
　全地球測位システム（GPS：Global Positioning System）は、全世界的衛星航法システ
ム（GNSS：Global Navigation Satellite System）の１つのタイプを表し、これは、衛星
測位システム（SPS：satellite positioning system）の他のタイプに加えて、移動局に
おいて、より詳細には屋外環境において、信号ベースのポジション・ロケーション能力（
例えば、ナビゲーション機能）を提供、もしくはサポートする。しかしながら、いくつか
の衛星信号は、屋内環境の中、あるいは他の類似の屋内／屋外混合環境の中で、移動局に
よって確実に受信され得ず、かつ／または、取得され得ないので、異なる技法がポジショ
ン・ロケーション・サービスを有効にするために使用され得る。
【０００４】
　例えば、移動局は、既知の位置に配置されている３個以上の地上の送信器（例えば、ワ
イヤレス・アクセス・ポイント、ビーコン、セル・タワー、など）に対して範囲（range
）を測定することによって、ポジション固定を取得することを試み得る。そのような範囲
は、例えば、そのような送信器から受信された信号からＭＡＣ　ＩＤアドレスを取得する
こと、および、例えば、信号強度、往復遅延時間（round trip delay time）などの、そ
のような送信器から受信された信号の１つまたは複数の特性を測定することによって送信
器に対する範囲測定を取得すること、によって測定され得る。
【０００５】
　これらのポジション・ロケーションおよびナビゲーション技法、およびその他の類似の
ポジション・ロケーションおよびナビゲーション技法は、とあるマップされた特徴が提示
された場合、ユーザに対してさらに役立つ傾向がある。例えば、マップされた特徴は、建
物もしくはその集合体の中で、とある物理的対象、特性、あるいは関心のある点（point 
of interest）に関連し得るか、もしくはそれらを識別し得る。したがって、とある事例
において、屋内ナビゲーション・システムは、例えば、ポジション・アシスタンス・デー
タに関する要求に応じて、特定の屋内領域に入ることによって、移動局へデジタル電子マ
ップを提供し得る。そのようなマップは、ドア、玄関、通路、壁などの屋内の特徴、バス
ルーム、有料電話、部屋名、店などの関心のある点を示し得る。そのようなデジタル電子
マップは、例えば、ＵＲＬの選択を介して、移動局によってアクセス可能となるように、
サーバに格納され得る。そのようなマップを取得することおよび表示することによって、
移動局は、表示されたマップ上に移動局（およびユーザ）の現在の位置を重ね合わせ、ユ
ーザに追加のコンテキストを提供し得る。
【０００６】
　とある事例において、ナビゲーション目的もしくはその他の類似の目的のために移動局
へ提供され得、かつ／または移動局によって使用され得るいくつかの情報は、重要な値を
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有し得、例えば、該情報は知的所有権を備え得るか、もしくは所有能力（proprietary ca
pability）などに関連し得る。いくつかの事例では、いくつかの情報は、機密であり得る
か、あるいは、そこにプライバシーまたは秘密が望まれ得る、いくつかの態様に関連し得
る。したがって、効率的な方法でそのような情報を提供するだけではなく、多様なデバイ
スおよび通信リソースによって、送信され、格納され、かつ／または処理されるそのよう
な情報の普及を注意深く制御することも、役立ち得る。
【発明の概要】
【０００７】
　方法および装置は、一例として、複数の異なる屋内領域の少なくとも１つに関して、移
動局に対してポジション・アシスタンス・データおよび／または類似のものを提供するよ
うに、多様なデバイスにおいてインプリメントされ得るように、提供される。
【０００８】
　一例のインプリメンテーションに基づいて、方法は、移動局においてインプリメントさ
れ得、貯蔵（repository）デバイスに対して少なくとも１つの屋内領域に関するポジショ
ン・アシスタンス・データに関する要求を送信することと、前記貯蔵デバイスから前記ポ
ジション・アシスタンス・データを受信することであって、前記ポジション・アシスタン
ス・データは、少なくとも一部では、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に
関する符号化されたメタデータ、および、電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケ
ータの少なくとも１つに相当するものを備える、受信することと、前記移動局の位置を推
定する際に使用するための少なくとも１つの機能に対して前記符号化されたメタデータの
少なくとも一部を提供することと、を備える。とある例のインプリメンテーションでは、
ポジション・アシスタンス・データに関する要求が貯蔵デバイス識別子を備え得る。とあ
るさらなる例のインプリメンテーションでは、そのような方法は移動局においてインプリ
メントされ得、かつ、ディレクトリ（directory）デバイスに対して貯蔵デバイス識別子
に関する要求を送信することであって、前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求が前記
移動局の少なくとも第１推定位置を示している、送信することと、前記ディレクトリ・デ
バイスから前記貯蔵デバイスに関する前記貯蔵デバイス識別子を受信することであって、
前記貯蔵デバイス識別子は前記貯蔵デバイスと前記第１推定位置に相当する前記少なくと
も１つの屋内領域とを識別する、受信することと、をさらに備える。
【０００９】
　別の例のインプリメンテーションに基づいて、装置は、移動局内で使用するためにイン
プリメントされ得、貯蔵デバイスに対して少なくとも１つの屋内領域に関するポジション
・アシスタンス・データに関する要求を送信するための手段と、前記貯蔵デバイスから前
記ポジション・アシスタンス・データを受信するための手段であって、前記ポジション・
アシスタンス・データは、少なくとも一部では、前記少なくとも１つの屋内領域の少なく
とも一部に関する符号化されたメタデータ、および、電子マップもしくはアクセス・ポイ
ント・ロケータの少なくとも１つに相当するものを備える、受信するための手段と、前記
移動局の位置を推定する際に使用するための少なくとも１つの機能に対して前記符号化さ
れたメタデータの少なくとも一部を提供するための手段と、を備える。とあるさらなる例
のインプリメンテーションでは、そのような装置は、ディレクトリ・デバイスに対して貯
蔵デバイス識別子に関する要求を送信するための手段であって、前記貯蔵デバイス識別子
に関する前記要求が、前記移動局の少なくとも第１推定位置を示している、送信するため
の手段と、前記ディレクトリ・デバイスから前記貯蔵デバイスに関する前記貯蔵デバイス
識別子を受信するための手段であって、前記貯蔵デバイス識別子は、前記貯蔵デバイスと
前記第１推定位置に相当する前記少なくとも１つの屋内領域とを識別する、受信するため
の手段と、をさらに備える。
【００１０】
　まだ別の例のインプリメンテーションに基づいて、移動局は、少なくとも１つのネット
ワーク・インターフェースと、貯蔵デバイスに対して少なくとも１つの屋内領域に関する
ポジション・アシスタンス・データに関する要求の送信を開始し、前記ネットワーク・イ
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ンターフェースを経由して前記貯蔵デバイスから前記ポジション・アシスタンス・データ
を取得することであって、前記ポジション・アシスタンス・データは、少なくとも一部で
は、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタデータ、
および、電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに相当する
もの、を備える、取得し、前記移動局の位置を推定する際に使用するための少なくとも１
つの機能に対して前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供する、処理ユニッ
トと、を備え得る。とあるさらなる例のインプリメンテーションでは、１つまたは複数の
処理ユニットは、さらに、前記ネットワーク・インターフェースを経由してディレクトリ
・デバイスに対して貯蔵デバイス識別子に関する要求の送信を開始することであって、前
記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求は前記移動局の少なくとも第１推定位置を示す、
開始し、前記ネットワーク・インターフェースを経由して前記ディレクトリ・デバイスか
ら前記貯蔵デバイスに関する前記貯蔵デバイス識別子を取得することであって、前記貯蔵
デバイス識別子は、前記貯蔵デバイス、および、前記第１推定位置に相当する前記少なく
とも１つの屋内領域を識別する、取得する。
【００１１】
　また別の例のインプリメンテーションに基づいて、製造品のアーティクル（article）
は提供され得、貯蔵デバイスに対して少なくとも１つの屋内領域に関するポジション・ア
シスタンス・データに関する要求の送信を開始し、前記貯蔵デバイスから前記ポジション
・アシスタンス・データを取得することであって、前記ポジション・アシスタンス・デー
タは、少なくとも一部では、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関する符
号化されたメタデータ、および、電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少
なくとも１つに相当するもの、を備える、取得し、前記移動局の位置を推定する際に使用
するための少なくとも１つの機能に対して前記符号化されたメタデータの少なくとも一部
を提供する、ように移動局内で処理ユニットによって実行可能な、そこに格納されたコン
ピュータ・インプリメント可能命令を有する少なくとも１つの非一時的なコンピュータ可
読媒体を備える。とあるさらなる例のインプリメンテーションでは、とあるコンピュータ
・インプリメント可能命令は、ディレクトリ・デバイスに対して貯蔵デバイス識別子に関
する要求の送信を開始することであって、前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求は、
前記移動局の少なくとも１つの第１推定位置を示す、開始し、前記ディレクトリ・デバイ
スから前記貯蔵デバイスに関する前記貯蔵デバイス識別子を取得することであって、前記
貯蔵デバイス識別子は、前記貯蔵デバイスと前記第１推定位置に相当する前記少なくとも
１つの屋内領域とを識別する、取得する、ように前記処理ユニットによってさらに実行可
能であり得る。
【００１２】
　まだ他の例のインプリメンテーションに基づいて、方法は、マップ推論デバイスの１つ
または複数のコンピューティング・プラットホームにおいてインプリメントされ得る。そ
のような方法は、少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関して電子マップもしく
はアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つを取得することと、少なくとも一部で
は、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに基づ
いて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関する符号化されたメタデ
ータを確立することと、貯蔵デバイスに対して前記符号化されたメタデータを送信するこ
とであって、前記貯蔵デバイスは、移動局から受信されたポジション・アシスタンス・デ
ータに関する要求に応じて、前記移動局に対して前記符号化されたメタデータの少なくと
も一部を提供する、送信することと、を備え得る。
【００１３】
　また他の例のインプリメンテーションに基づいて、装置は、マップ推論デバイスにおい
て使用するためにインプリメントされ得、そのような装置は、少なくとも１つの屋内領域
の少なくとも一部に関して電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくと
も１つを取得するための手段と、少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アク
セス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに基づいて前記少なくとも１つの屋内領域の
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少なくとも前記一部に関する符号化されたメタデータを確立するための手段と、貯蔵デバ
イスに対して前記符号化されたメタデータを送信するための手段であって、前記貯蔵デバ
イスは、移動局から受信されたポジション・アシスタンス・データに関する要求に応じて
、前記移動局に対して前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供する、送信す
るための手段と、を備え得る。
【００１４】
　別の例のインプリメンテーションに基づいて、１つまたは複数のコンピューティング・
プラットホームは、マップ推論デバイスで使用するために提供され得、少なくとも１つの
ネットワーク・インターフェースと、前記ネットワーク・インターフェースを経由して、
少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関して、電子マップもしくはアクセス・ポ
イント・ロケータの少なくとも１つを取得し、少なくとも一部では、前記電子マップもし
くは前記アクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１
つの屋内領域の少なくとも前記一部に関する符号化されたメタデータを確立し、貯蔵デバ
イスに対して前記ネットワーク・インターフェースを経由して前記符号化されたメタデー
タの送信を開始することであって、前記貯蔵デバイスは、移動局から受信されたポジショ
ン・アシスタンス・データに関する要求に応答して、前記移動局に対して前記符号化され
たメタデータの少なくとも一部を提供する、開始する、少なくとも１つの処理ユニットと
、を備える。
【００１５】
　また別の例のインプリメンテーションに基づいて、製造品のアーティクルは、提供され
得、少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関して、電子マップもしくはアクセス
・ポイント・ロケータの少なくとも１つを取得し、少なくとも一部では、前記電子マップ
もしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに基づいて、前記少なくと
も１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関する符号化されたメタデータを確立し、貯蔵
デバイスに対して前記符号化されたメタデータの送信を開始することであって、前記貯蔵
デバイスは、移動局から受信されたポジション・アシスタンス・データに関する要求に応
じて、前記移動局に対して前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供する、開
始する、ように、ディレクトリ・デバイス内の処理ユニットによって実行可能であるコン
ピュータ・インプリメント可能命令をそこに格納している少なくとも１つの非一時的なコ
ンピュータ可読媒体、を備える。
【００１６】
　また別の例のインプリメンテーションに基づいて、方法は、ディレクトリ・デバイスに
おいて、インプリメントされ得、少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関して、
電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つを取得することと、
少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの少な
くとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関して符
号化されたメタデータを確立することと、貯蔵デバイスに対して前記符号化されたメタデ
ータを送信することと、移動局から貯蔵デバイス識別子に関する要求を受信することであ
って、前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求は、前記移動局の少なくとも第１推定位
置を示す、受信することと、前記第１推定位置が前記少なくとも１つの屋内領域の前記少
なくとも前記一部に相当する決定することに応答して、前記移動局に対して前記貯蔵デバ
イスに関する貯蔵デバイス識別子を送信することと、を備える。
【００１７】
　別の例のインプリメンテーションに基づいて、装置は、ディレクトリ・デバイス内で使
用するために提供され得、そのような装置は、少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一
部に関して、電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つを取得
するための手段と、少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイン
ト・ロケータの少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも
前記一部に関して符号化されたメタデータを確立するための手段と、貯蔵デバイスに対し
て前記符号化されたメタデータを送信するための手段と、移動局から貯蔵デバイス識別子
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に関する要求を受信するための手段であって、前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求
は、前記移動局の少なくとも第１推定位置を示す、受信するための手段と、前記第１推定
位置が前記少なくとも１つの屋内領域の前記少なくとも前記一部に相当するという決定に
応答して、前記移動局に対して前記貯蔵デバイスに関する貯蔵デバイス識別子を送信する
ための手段と、を備え得る。
【００１８】
　まだ他の例のインプリメンテーションに基づいて、少なくとも１つのコンピューティン
グ・プラットホームは、ディレクトリ・デバイスにおいて、インプリメントされ得、ネッ
トワーク・インターフェースと、前記ネットワーク・インターフェースを経由して、少な
くとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関して、電子マップもしくはアクセス・ポイン
ト・ロケータの少なくとも１つを、取得し、少なくとも一部では、前記電子マップもしく
は前記アクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つ
の屋内領域の少なくとも前記一部に関する符号化されたメタデータを確立し、前記ネット
ワーク・インターフェースを経由して貯蔵デバイスに対して前記符号化されたメタデータ
の送信を開始し、前記ネットワーク・インターフェースを経由して移動局から貯蔵デバイ
ス識別子に関する要求を取得することであって、前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要
求は、前記移動局の少なくとも第１推定位置を示す、取得し、前記第１推定位置は前記少
なくとも１つの屋内領域の前記少なくとも前記一部に相当するという決定に応答して、前
記ネットワーク・インターフェースを経由して、前記移動局に対して前記貯蔵デバイスに
関する貯蔵デバイス識別子の送信を開始するための、処理ユニットと、を備える。
【００１９】
　別の例のインプリメンテーションに基づいて、製造品のアーティクルは、提供され得、
少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関して、電子マップもしくはアクセス・ポ
イント・ロケータの少なくとも１つを取得し、少なくとも一部では、前記電子マップもし
くは前記アクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１
つの屋内領域の少なくとも前記一部に関して符号化されたメタデータを確立し、前記ネッ
トワーク・インターフェースを経由して貯蔵デバイスに対して前記符号化されたメタデー
タの送信を開始し、移動局から貯蔵デバイス識別子に関する要求を取得することであって
、前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求は、前記移動局の少なくとも第１推定位置を
示す、取得し、前記第１推定位置は前記少なくとも１つの屋内領域の前記少なくとも前記
一部に相当するという決定に応答して、前記移動局に対して前記貯蔵デバイスに関する貯
蔵デバイス識別子の送信を開始する、ように、ディレクトリ・デバイス内で処理ユニット
によって実行可能であるコンピュータ・インプリメント可能命令がそこに格納されている
少なくとも１つの非一時的なコンピュータ可読媒体、を備える。
【００２０】
　また他の例のインプリメンテーションに基づいて、方法は、貯蔵デバイスにおいてイン
プリメントされ得、電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つ
に相当する少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタデータ
を取得することと、移動局から少なくとも１つの屋内領域に関するポジション・アシスタ
ンス・データに関する要求を受信することと、前記移動局に対して前記ポジション・アシ
スタンス・データの少なくとも一部を送信することであって、前記ポジション・アシスタ
ンス・データは、少なくとも一部では、前記符号化されたメタデータ、および、前記符号
化されたメタデータに相当する前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケー
タの少なくとも１つの少なくとも一部を備える、送信することと、を備える。
【００２１】
　とある他の例のインプリメンテーションに基づいて、装置は、貯蔵デバイス内で使用す
るために提供され得、電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１
つに相当する少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタデー
タを取得するための手段と、移動局から少なくとも１つの屋内領域に関するポジション・
アシスタンス・データに関する要求を受信するための手段と、前記移動局に対して前記ポ
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ジション・アシスタンス・データの少なくとも一部を送信するための手段であって、前記
ポジション・アシスタンス・データは、少なくとも一部では、前記符号化されたメタデー
タ、および、前記符号化されたメタデータに相当する前記電子マップもしくは前記アクセ
ス・ポイント・ロケータの少なくとも１つの少なくとも一部を備える、送信するための手
段と、を備える。
【００２２】
　まだ他の例のインプリメンテーションに基づいて、少なくとも１つのコンピューティン
グ・プラットホームは、貯蔵デバイスにおいて提供され得、少なくとも１つのネットワー
ク・インターフェースと、電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくと
も１つに相当する少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタ
データを取得し、前記ネットワーク・インターフェースを経由して、移動局から、少なく
とも１つの屋内領域に関するポジション・アシスタンス・データに関する要求を取得し、
前記ネットワーク・インターフェースを経由して、前記移動局に対して、前記ポジション
・アシスタンス・データの少なくとも一部の送信を開始することであって、前記ポジショ
ン・アシスタンス・データは、少なくとも一部では、前記符号化されたメタデータ、およ
び、前記符号化されたメタデータに相当する前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイ
ント・ロケータの少なくとも１つの少なくとも一部を備え、開始する、ための少なくとも
１つの処理ユニットと、を備える。
【００２３】
　とある他の例のインプリメンテーションに基づいて、製造品のアーティクルは、提供さ
れ得、電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに相当する少
なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタデータを取得し、移
動局から、少なくとも１つの屋内領域に関するポジション・アシスタンス・データに関す
る要求を取得し、前記移動局に対して、前記ポジション・アシスタンス・データの少なく
とも一部の送信を開始することであって、前記ポジション・アシスタンス・データは、少
なくとも一部では、前記符号化されたメタデータ、および、前記符号化されたメタデータ
に相当する前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つ
の少なくとも一部を備え、開始する、ように、貯蔵デバイス内で処理ユニットによって実
行可能である、コンピュータ・インプリメント可能命令をそこに格納している、少なくと
も１つの非一時的なコンピュータ可読媒体、を備える。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　限定されず、かつ網羅的ではない態様が以下の図面に関して説明されており、ここで同
様の参照数字（numeral）は、他が明記されない限り、多様な図面を通して同様の部分を
参照する。
【図１】図１は、１つのインプリメンテーションに基づいて、複数の異なる屋内領域の少
なくとも１つに関して移動局に対してポジション・アシスタンス・データなどを提供する
際に使用するための、複数のデバイスおよび１つの移動局を含んだ例の環境を示す概略ブ
ロック図である。
【図２】図２は、１つのインプリメンテーションに基づいて、複数の異なる屋内領域の少
なくとも１つに関してポジション・アシスタンス・データなどを取得、および使用する際
に使用するための、１例の移動局の、とある特徴を示す概略ブロック図である。
【図３】図３は、１つのインプリメンテーションに基づいて、複数の異なる屋内領域の少
なくとも１つに関して移動局に対してポジション・アシスタンス・データなどを確立およ
び／または提供するために、１つまたは複数のデバイス内で使用するための、１例のコン
ピューティング・プラットホームのとある特徴を示す概略ブロック図である。
【図４】図４は、１つのインプリメンテーションに基づいて、複数の異なる屋内領域の少
なくとも１つに関してポジション・アシスタンス・データなどを取得し使用するための、
移動局に関する１例のプロセスまたは方法のとある特徴を示すフロー図である。
【図５】図５は、１つのインプリメンテーションに基づいて、複数の異なる屋内領域の少
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なくとも１つに関して移動局に対してポジション・アシスタンス・データなどを確立し、
かつ／または提供するために、ディレクトリ・デバイスにおけるコンピューティング・プ
ラットホームに関する１例のプロセスもしくは方法のとある特徴を示すフロー図である。
【図６】図６は、１つのインプリメンテーションに基づいて、複数の異なる屋内領域の少
なくとも１つに関して移動局に対してポジション・アシスタンス・データなどを確立し、
かつ／または提供するために、推論デバイスにおけるコンピューティング・プラットホー
ムに関する一例のプロセスもしくは方法のとある特徴を示すフロー図である。
【図７】図７は、１つのインプリメンテーションに基づいて、複数の異なる屋内領域の少
なくとも１つに関して移動局に対してポジション・アシスタンス・データなどを確立しか
つ／または提供するように、貯蔵デバイスにおけるコンピューティング・プラットホーム
に関する一例のプロセスもしくは方法のとある特徴を示すフロー図である。
【図８】図８は、１つのインプリメンテーションに基づいて、移動局とマップ推論デバイ
スを含んだ複数のデバイスとを備える環境の１例にインプリメントされ得る、１例の通信
セッションを示す概略ブロック図である。
【図９】図９は、１つのインプリメンテーションに基づいて、マップ抽出段階を経由して
電子マップを確立し、分析器能力のマップ推論段階を経由して符号化されたメタデータを
確立し、かつ、移動局に対して変換（export）する、かつ／または移動局によって使用さ
れるためにポジション・アシスタンス・データを構成する、ための、例のプロセスもしく
は方法のとある特徴を示すフロー図である。
【図１０】図１０は、１つのインプリメンテーションに基づいて、移動局と複数のデバイ
スとを備える別の例の環境でインプリメントされ得る、例の通信セッションを示す概略ブ
ロック図である。
【図１１】図１１は、１つのインプリメンテーションに基づいて、移動局と複数のデバイ
スとを備えるまた別の例の環境でインプリメントされ得る、例の通信セッションを示す概
略ブロック図である。
【図１２】図１２は、１つのインプリメンテーションに基づいて、移動局と複数のデバイ
スとを備える、さらに別の例の環境でインプリメントされ得る、例の通信セッションを示
す概略ブロック図である。
【詳細な説明】
【００２５】
　ここに詳細に記載したとおり、多様な方法及び装置が提供され、これらは、複数の異な
る屋内領域の少なくとも１つに関して移動局に対してポジション・アシスタンス・データ
（position assistance data）などを提供するように、多様なデバイス内でインプリメン
トされ得る。
【００２６】
　最初の例として、方法は、貯蔵デバイスから複数の異なる屋内領域の少なくとも１つに
関してポジション・アシスタンス・データを取得するために、移動局においてインプリメ
ントされ得る。そのような例の方法の一部として、移動局は、屋内領域に関して適用可能
なポジション・アシスタンス・データを取得すると、移動局が接触すべき特定の貯蔵デバ
イスに関して、移動局に知らせ得るディレクトリ・デバイスと最初に接触し得る。例えば
、移動局は、ディレクトリ・デバイスに対して、貯蔵デバイス識別子に関する要求を送信
し得る。そのような要求は、例えば、移動局の少なくとも第１推定位置が、例として、大
まかな位置（rough location）、もしくは概略の位置（general location）で識別、もし
くは暗示する（hint）ことを、示し得る。例えば、移動局は、その最新の既知の推定位置
、もしくは、その現在位置あるいは周囲を推論もしくは関連し得る、その他の情報を示し
得る。
【００２７】
　移動局は、次いで、貯蔵デバイスを識別するディレクトリ・デバイスから応答（respon
se）を受信し得る。応答は、また、例えば特定の貯蔵識別子を経由して、かつ／または、
その他の追加の識別情報を経由して、第１推定位置に相当する少なくとも１つの屋内領域
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を識別し得る。例えば、ユニフォーム・リソース・ロケータ（ＵＲＬ）もしくはその他の
類似の一意のアドレス／識別子が貯蔵デバイスに提供され得、また、位置コンテキスト識
別子（ＬＣＩ）および／またはその他の類似の一意の識別子が屋内領域に関して提供され
得る。
【００２８】
　移動局は、次いで、貯蔵デバイスに対して、屋内領域に関するポジション・アシスタン
ス・データに関する要求を送信し得る。したがって、そのような要求と共に、移動局が屋
内領域内もしくはその周囲にあり得る間は、移動局は、有用となり得る１つまたは複数の
特定のデータ・ファイルを要求し得る。例えば、電子マップもしくはアクセス・ポイント
・ロケータに関連したデータは、多様な機能で有用となり得、移動局は、例えば、ポジシ
ョニング機能、ナビゲーション機能、位置ベースのサービス機能、などを提供し得る。と
ある事例では、ポジション・アシスタンス・データに関しては、屋内領域の少なくとも一
部に関しては符号化されたメタデータを備えるのが有益となり得、また、例えば、これは
、電子マップおよび／またはアクセス・ポイント・ロケータに相当し得る。例えば、符号
化されたメタデータは、経路（routing）情報および／または実現可能性情報、関心のあ
る点（ＰＯＩ：point of interest）情報、などを備え得、これは、屋内領域をナビゲー
トする際に役立ち得る。
【００２９】
　それに応じて、とある例のインプリメンテーションでは、移動局は、次いで、貯蔵デバ
イスから適用可能なポジション・アシスタンス・データを受信し得、ここで、ポジション
・アシスタンス・データは、少なくとも一部では、屋内領域の少なくとも一部に関する符
号化されたメタデータを備え得る。移動局は、例えば、少なくとも１つの機能で使用され
るために、（必要であれば）符号化されたメタデータを、復号もしくは、さもなければ処
理し得る。
【００３０】
　とある例のインプリメンテーションでは、符号化されたメタデータの全てもしくは一部
が、セキュリティ目的のために暗号化され得る。したがって、とある事例では、移動局は
、解読鍵を取得し得、かつ、符号化されたメタデータの適用可能な復号を実行し得る。と
ある事例では、移動局は、ディレクトリ・デバイスから解読鍵を受信し得る。したがって
、貯蔵デバイスおよび／または、何か他の中継のリソース／デバイスは、符号化されたメ
タデータの中の、情報の全てに完全にアクセスし得ない。
【００３１】
　とある例のインプリメンテーションでは、符号化されたメタデータの少なくとも一部は
、ディレクトリ・デバイスおよび／または貯蔵デバイスを経由して、全てにおいてもしく
は一部で、提供され得る分析器能力によって、少なくとも一部では確立され得る。とある
事例では、符号化されたメタデータの少なくとも一部は、移動局がポジション・アシスタ
ンス・データに関する要求を送信するよりも前に確立され得、例えば、貯蔵デバイスに格
納され得る。とある他の事例では、符号化されたメタデータの少なくとも一部は、例えば
、「進行中（on-the-fly）」に生成されたポジション・アシスタンス・データに関する要
求に応じて、確立され得る。
【００３２】
　とある例のインプリメンテーションでは、移動局は、さらに、例えば、少なくとも一部
では、受信されたポジション・アシスタンス・データに基づいて、屋内領域内に、第２推
定位置を決定し得る。例えば、ポジショニング機能もしくはナビゲーション機能は、（例
えば、アクセス・ポイント・ロケータ内で、）ポジション・アシスタンス・データ内で提
供され得るように、信号測定および無線モデルもしくは無線ヒートマップ（heatmap）に
基づいて、より正確な位置推定を決定し得る。
【００３３】
　とある例のインプリメンテーションでは、移動局は、その他のデバイスとインターフェ
ースをとり得る。例えば、移動局は、群衆ソーシング（crowd-sourcing）・デバイスなど
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に対して、屋内領域に関連して収集されたデータを送信し得る。例えば、移動局は、群衆
ソーシング・デバイスなどから、屋内領域に関する追加メタデータを受信し得、これは、
少なくとも１つの機能に対して、また、少なくとも１つの機能で用いられ得る。別の例で
は、移動局は、局所デバイスなどから屋内領域に関する局所メタデータを受信し得、これ
は、例えば、ポジショニング機能、ナビゲーション機能、位置ベースのサービス機能、な
ど、少なくとも１つの機能に対して提供され得るか、もしくは少なくとも１つの機能で使
用され得る。
【００３４】
　別の態様に基づいて、方法は、マップ推論デバイスにおいてインプリメントされ得る。
例えば、マップ推論デバイスは、少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関連する
、電子マップおよび／またはアクセス・ポイント・ロケータを取得し得る。例えば、マッ
プ推論デバイスは、特定のＬＣＩなどに関する特定の貯蔵デバイスから、電子マップおよ
び／またはアクセス・ポイント・ロケータを取得し得る。マップ推論デバイスは、次いで
、例えば、１つまたは複数の既知の分析器能力を用いて、少なくとも一部では、相当する
電子マップおよび／またはアクセス・ポイント・ロケータに基づいて、そのような屋内領
域の少なくとも一部に関して符号化されたメタデータを確立し得る。マップ推論デバイス
は、次いで、適用可能な貯蔵デバイスに対して、結果として生じる符号化されたメタデー
タを送信し得る。とある事例では、符号化されたメタデータは、例えば貯蔵デバイスにお
いて、暗号化され得る。
【００３５】
　別の態様に基づいて、方法は、ディレクトリ・デバイスにおいてインプリメントされ得
る。例えば、ディレクトリ・デバイスは、少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に
関連する電子マップおよび／またはアクセス・ポイント・ロケータを取得し得る。例えば
、ディレクトリ・デバイスは、特定のＬＣＩなどに関する特定の貯蔵デバイスから、電子
マップおよび／またはアクセス・ポイント・ロケータを取得し得る。ディレクトリ・デバ
イスは、次いで、例えば、１つまたは複数の既知の分析器能力を用いて、少なくとも一部
では、相当する電子マップおよび／またはアクセス・ポイント・ロケータに基づいて、そ
のような屋内領域の少なくとも一部に関して符号化されたメタデータを確立し得る。ディ
レクトリ・デバイスは、次いで、適用可能な貯蔵デバイスに対して、結果として生じる符
号化されたメタデータを送信し得る。とある事例では、符号化されたメタデータは、例え
ば、ディレクトリ・デバイス、マップ推論デバイスなどにおいて、暗号化され得る。
【００３６】
　また、ディレクトリ・デバイスは、例えば、移動局から貯蔵デバイス識別子に関する要
求を受信し得、移動局の少なくとも第１推定位置を、何らかの方法で示す。ディレクトリ
・デバイスは、次いで、例えば、第１推定位置が、少なくとも１つの屋内領域の少なくと
も一部に相当することを決定し得、移動局に対して適用可能な貯蔵デバイスに関する貯蔵
デバイス識別子を送信し得る。
【００３７】
　とある例のインプリメンテーションでは、ディレクトリ・デバイスは、また、移動局に
対して、適用可能な貯蔵デバイスを経由して格納され得るか、さもなければ利用可能とな
り得る、適用可能な電子マップ、適用可能なアクセス・ポイント・ロケータに関する１つ
または複数の識別子、符号化されたメタデータなど、を送信し得る。とある事例では、デ
ィレクトリ・デバイスは、移動局に対して、そのような暗号化鍵に相当する、解読鍵を送
信し得る。
【００３８】
　とある例のインプリメンテーションでは、ディレクトリ・デバイスは、例えば、群衆ソ
ーシング・デバイスなどから、屋内領域に関連して追加メタデータを取得し得、あるいは
、さらに、少なくとも一部では、追加メタデータの少なくとも一部に基づいて、符号化さ
れたメタデータを確立し得る。
【００３９】
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　とある例のインプリメンテーションでは、符号化されたメタデータの少なくとも一部は
、移動局から貯蔵デバイス識別子に関する要求を受信するよりも前に、少なくとも一部で
は、確立され得る。とある例の事例では、符号化されたメタデータの少なくとも一部は、
移動局からの貯蔵デバイス識別子に関する要求、および／または、あるいは、貯蔵デバイ
スなどから受信された要求、に応じて、少なくとも一部では、確立され得る。もちろん、
その他の事例では、ディレクトリ・デバイスは、例えば、マップ内の変化、改良された分
析技法、時間の経過、新しい暗号化スキーム、新しいデータ圧縮技法、などのその他の理
由のために、符号化されたメタデータを、活発に、洗練（refine）し、更新（update）し
、あるいはさもなければ復旧（re-establish）し得る。
【００４０】
　上記の例を記憶にとめつつ、別の態様に基づいて、方法は、貯蔵デバイスにおいて、イ
ンプリメントされ得る。例えば、貯蔵デバイスは、少なくとも１つの屋内領域の少なくと
も一部に関して、符号化されたメタデータを取得し得る。したがって、例えば、符号化さ
れたメタデータは、ディレクトリ・デバイスなどから受信され得、かつ／または、あるい
は、貯蔵デバイスにおいて確立され得る。
【００４１】
　貯蔵デバイスは、例えば、移動局から、少なくとも１つの屋内領域に関するポジション
・アシスタンス・データに関する要求を受信し得る。貯蔵デバイスは、次いで、移動局に
対して、適用可能なポジション・アシスタンス・データの少なくとも一部を送信し得る。
ここで、例えば、そのような送信されたポジション・アシスタンス・データは、適用可能
な符号化されたメタデータ、および、相当する電子マップおよび／またはアクセス・ポイ
ント・ロケータを備え得る。
【００４２】
　とある例の事例では、貯蔵デバイスは、群衆ソーシング・デバイスなどから、屋内領域
に関する追加メタデータを取得し得、少なくとも一部では、追加メタデータの少なくとも
一部に基づいて、適用可能な符号化されたメタデータの少なくとも一部を確立し得る。
【００４３】
　とある例の事例では、貯蔵デバイスは、少なくとも一部では、屋内領域に関する少なく
とも１つの現場（venue）図に基づいて、電子マップの全てもしくは一部、および／また
は、アクセス・ポイント・ロケータの全てもしくは一部を確立し得る。例えば、コンピュ
ータ・エイデッド・デザイン（ＣＡＤ：computer aided design）図、および／または、
その他の類似のファイルは、マップ抽出段階を経由して処理され得、電子マップの全ても
しくは一部、および／または、アクセス・ポイント・ロケータの全てもしくは一部を確立
し得る。
【００４４】
　十分理解され得るとおり、１つまたは複数の貯蔵デバイス、および、１つまたは複数の
ディレクトリ・デバイスがあり得るが、しかしながら、とある例のインプリメンテーショ
ンでは、貯蔵デバイスよりも、十分に少ない、あるいはより「集中化された」もしくは計
算上に力強いディレクトリ・デバイスを提供するのが、役立ち得る。そのような場合には
、１つまたは複数のデバイス（例えば、ディレクトリ・デバイス１０６、貯蔵デバイス１
０８、推論デバイス１４０、など）が、同一の物理デバイスもしくはサーバ内でインプリ
メントされ得る。もちろん、いくつかの例のインプリメンテーションでは、多様なサーバ
・ファームおよび／またはクラウド・コンピューティング配置（cloud computing arrang
ement）が、そのようなデバイスとして役立つために、必要に応じて適応するように構成
され得る。
【００４５】
　ここで用いられたとおり、用語「構造体（structure）」は、例えば、物体の、１つま
たは複数の自然なかつ／または人工（man-made）の物理配置（のすべてもしくは一部）に
対して適用され得、それらの知識は、移動局のユーザに対して有用であり得る。例えば、
構造体は、移動局のユーザが、そこに入るか、そこから出るか、および／または、さもな
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ければ、その中を動き回るかし得る、ビルディングの全てもしくは一部を備え得る。いく
つかの例の構造体は、屋内空間および屋外空間の混合を備え得る。
【００４６】
　ここで用いられたとおり、用語「領域」は、例えば、何らかの方法で区別され得る構造
体の全てもしくは一部に関連し得る。とある事例では、例えば、２つ以上の異なる領域は
、少なくとも一部では、床、天井、デッキ、壁、階段部屋、エレベータ、歩道、などの、
物体の多様な物理配置に基づいて、お互いを区別し得る。したがって、例えば、構造体の
２以上の領域は、建物の２つ以上の異なるレベル（例えば、床）、建物内の２以上の事務
所の一続きの部屋（office suite）、ショッピング・モール内の店、などに関連し得る。
【００４７】
　図１は、１つのインプリメンテーションに基づいて、複数の異なる屋内領域１５２の少
なくとも１つに関して、移動局１０２に対してポジション・アシスタンス・データ１２８
などを提供する際に使用するための、移動局１０２および複数のデバイスを含む例の環境
１００を示す、概略ブロック図である。
【００４８】
　一例として、移動局１０２は、構造体の中をユーザによって動き回られ得かつ送信器１
３０（例えば、アクセス・ポイント、セル・タワー、など）によって送信される信号を受
信するためのネットワーク・インターフェース１１４を備える任意の電子デバイス、およ
び／または、ネットワーク１０４内のその他のリソース、などを備え得る。したがって、
いくつかの例として、移動局１０２は、携帯電話、スマート・フォン、コンピュータ（例
えば、ラップトップ・コンピュータなどのパーソナル・コンピュータ、タブレット・コン
ピュータ、装着型のコンピュータ、など）、航行補助装置（navigation aid）、電子書籍
リーダ、ゲーム機、音楽プレイヤー・デバイスおよび／またはビデオ・プレイヤー・デバ
イス、カメラ、などを備え得る。
【００４９】
　装置（apparatus）１１６は、ポジション・アシスタンス・データ１２８を取得する際
に使用するために、移動局１０２内で提供され得る、例えば、ハードウェア、ファームウ
ェア、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせ、および／または、ファームウェアと
ソフトウェアとの組み合わせ、もしくは、その他の類似のロジックなど、回路の代表であ
る。
【００５０】
　とある例のインプリメンテーションでは、移動局１０２は、スタンド・アローン型のデ
バイス（stand-alone device）として独占的にあるいは選択的に機能し得、かつ、ユーザ
に対して当該の／有用な１つまたは複数の能力／サービスを提供し得る。とある例のイン
プリメンテーションでは、移動局１０２は、例えばネットワーク１０４とラベルを付けら
れたクラウド（cloud）に対する無線通信リンクによって示されるように、１つまたは複
数のその他のデバイスと何らかの方法で通信し得る。ネットワーク１０４は、移動局１０
２が、例えば、１つまたは複数の有線もしくは無線通信リンクを使用して、ネットワーク
・インターフェース１１４を経由して、それらと通信し得るか、それらの中を通って通信
し得る１つまたは複数の通信および／またはコンピューティング・リソース（例えば、デ
バイスおよび／またはサービス）の代表であり得る。したがって、とある事例では、移動
局１０２は、ネットワーク１０４を経由して、データおよび／または命令を受信（もしく
は送信）し得る。とある事例では、移動局１０２は、例えば、送信器１３０から信号を受
信し得るだけではなく、そのような送信器（例えば、受信機を有する）に対して信号を送
信し得る。
【００５１】
　とある例のインプリメンテーションでは、移動局１０２は、１つまたは複数の無線通信
ネットワーク、位置サービス、あるいは、１つ又は複数の送信器１３０および／またはネ
ットワーク１０４に関連し得るそれらの任意の組み合わせ、などに関連した信号を受信す
ることが可能となり得る。
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【００５２】
　移動局１０２は、例えば、ワイヤレス広域ネットワーク（ＷＷＡＮ：Wireless Wide Ar
ea Network）、ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク（ＷＬＡＮ：Wireless Loc
al Area Network）、ワイヤレス・パーソナル・エリア・ネットワーク（ＷＰＡＮ：Wirel
ess Personal Area Network）、などの、多様な無線通信ネットワークとともに使用する
ために、（例えば、ネットワーク・インターフェース１１４を経由して、）可能（enable
）となり得る。用語「ネットワーク」および「システム」は、ここで交換可能に用いられ
得る。ＷＷＡＮは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ：Code Division Multiple Access）ネ
ットワーク、時分割多元接続（ＴＤＭＡ：Time Division Multiple Access）ネットワー
ク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ：Frequency Division Multiple Access）ネットワー
ク、直行周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ：Orthogonal Frequency Division Multiple A
ccess）ネットワーク、単一キャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ：Single-Carr
ier Frequency Division Multiple Access）ネットワーク、などであり得る。ＣＤＭＡネ
ットワークは、少しだけ無線技術を指定する（name）ために、cdma2000、広帯域ＣＤＭＡ
（Ｗ－ＣＤＭＡ：Wideband-CDMA）、時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ：T
ime Division Synchronous Code Division Multiple Access）、などの、１つまたは複数
の無線接続技術（ＲＡＴ：Radio Access Technology）をインプリメントし得る。ここで
、cdma2000は、ＩＳ－９５、ＩＳ－２０００、および、ＩＳ－８５６標準に従ってインプ
リメントされる技術を含み得る。ＴＤＭＡネットワークは、汎欧州デジタル・セルラー・
システム（ＧＳＭ（登録商標）：Global System for Mobile Communication）、デジタル
・アドバンスド携帯電話システム（Ｄ－ＡＭＰＳ：Digital Advanced Mobile Phone Syst
em）、もしくは、何か他のＲＡＴをインプリメントし得る。ＧＳＭおよびＷ－ＣＤＭＡは
、「第三世代パートナーシップ・プロジェクト」（３ＧＰＰ：3rd Generation Partnersh
ip Project）と名付けられた共同体（consortium）からのドキュメントに記述されている
。cdma2000は、「第３世代パートナーシップ・プロジェクト２」（３GPP2：3rd Generati
on Partnership Project 2）と名付けられた共同体からのドキュメントに記述されている
。３ＧＰＰおよび３ＧＰＰ２のドキュメントは、公に利用可能である。例えば、ＷＬＡＮ
は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｘネットワークを含み得、ＷＰＡＮは、ブルートゥース（商標
登録）・ネットワーク、ＩＥＥＥ８０２．１５ｘを含み得る。無線通信ネットワークは、
例えば、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ：Long Term Evolution）、アドバ
ンスドＬＴＥ、ＷｉＭＡＸ、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド（ＵＭＢ：Ultra Mobi
le Broadband）、など、いわゆる次世代技術（例えば、「４Ｇ」）を含み得る。
【００５３】
　とある例のインプリメンテーションでは、移動局１０２は、全世界的衛星航法システム
（ＧＮＳＳ）などの多様な位置サービス、もしくは、その他の類似の衛星および／または
地上のロケーティング・サービス、位置ベースのサービス（例えば、セルラー・ネットワ
ーク、ＷｉＦｉネットワークなどを経由して）、とともに使用するために、（例えば、ネ
ットワーク・インターフェース１１４、もしくはその他の位置受信機を経由して、）利用
可能となり得る。
【００５４】
　図１に示されたとおり、移動局１０２は、構造体１５０の領域１５２内の位置１５４に
位置付けされ得る。一例として、ポジション・アシスタンス・データ１２８は、取得され
得、これは、ユーザが移動局と共に近くの構造体１５０および／または領域１５２の中へ
、外へ、もしくは中に、動き回るときに、例えば、ポジショニング（positioning）機能
もしくはナビゲーション機能などの１つまたは複数の機能をサポートする際にアシストす
るために、移動局１０２によって、何らかの方法で、処理され、かつ／または、さもなけ
れば提示されるか、使用され得る情報を含んでいる。
【００５５】
　例のディレクトリ・デバイス１０６は、とあるインプリメンテーションではネットワー
ク・インターフェース１１４に類似し得る、ネットワーク・インターフェース１１８を経
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由してネットワーク１０４に接続されていると示されている。例えば、ディレクトリ・デ
バイス１０６は、例えば、サーバなどの１つまたは複数のコンピューティング・プラット
ホームを備え得、これは、装置１２０を提供し得る。装置１２０は、例えば、符号化され
たメタデータ１２４の全てもしくは一部を確立し得る、分析器能力１２２を備え得る。デ
ィレクトリ・デバイス１０６は、例えば、ネットワーク・インターフェース１１８、ネッ
トワーク１０４、および、貯蔵デバイス１０８内のネットワーク・インターフェース１１
８を経由して、貯蔵デバイス１０８に対して、符号化されたメタデータ１２４を送信し得
る。前に述べ、さらに以下の例でさらに示されるように、装置１２０は、また、ネットワ
ーク・インターフェース１１８を経由して受信された情報に関する要求を処理し、かつ、
それに対して、応答の送信を開始し得る。
【００５６】
　例の貯蔵デバイス１０８は、とあるインプリメンテーションではネットワーク・インタ
ーフェース１１４に類似し得る、そのネットワーク・インターフェース１１８を経由して
ネットワーク１０４に接続されているように示されている。例えば、貯蔵デバイス１０８
は、例えば、サーバなどの、１つまたは複数のコンピューティング・プラットホームを備
え得、これは、装置１２６を提供し得る。貯蔵デバイス１０８は、例えば、ネットワーク
・インターフェース１１８、ネットワーク１０４、および、ディレクトリ・デバイス１０
６内のネットワーク・インターフェース１１８を経由して、ディレクトリ・デバイス１０
６から符号化されたメタデータを受信し得る。とある事例では、装置１２６は、例えば、
符号化されたメタデータ１２４の全てもしくは一部を確立し得る分析器能力１２２を備え
得る。前に述べ、以下の例でさらに示されるように、装置１２６は、また、ネットワーク
・インターフェース１１８を経由して、受信された情報に関する要求を処理し、それに対
して、応答の送信を開始し得る。示されたとおり、装置１２６は、例えば、ポジション・
アシスタンス・データ１２８を、確立し、維持し、もしくは格納し得、これは、符号化さ
れたメタデータ１２４の全てもしくは一部を含み得る。
【００５７】
　例のマップ推論デバイス１４０が、とあるインプリメンテーションではネットワーク・
インターフェース１１４に類似し得る、ネットワーク・インターフェース１１８を経由し
て、ネットワーク１０４に対して接続されているように示されている。例えば、マップ推
論デバイス１４０は、例えば、サーバなどの、１つまたは複数のコンピューティング・プ
ラットホームを備え得、これは、装置１４２を提供し得る。装置１４２は、例えば、符号
化されたメタデータ１２４の全てもしくは一部を確立し得る、分析器能力１２２を備え得
る。マップ推論デバイス１４０は、ネットワーク・インターフェース１１８、ネットワー
ク１０４、および、貯蔵デバイス１０８内のネットワーク・インターフェース１１８、を
経由して、貯蔵デバイス１０８に対して、符号化されたメタデータ１２４を送信し得る。
【００５８】
　また、図１に示されたとおり、これは１つの例であるが、群衆ソーシング・デバイス１
１０は、例えば、サーバなどの１つまたは複数のコンピューティング・プラットホームを
備え得、かつ、追加メタデータ１１１を確立し、維持し、もしくは格納し得、かつ／また
は、例えば、ネットワーク１０４を経由して、その他のデバイスおよび／または移動局１
０２に対して、そのように提供し得る。
【００５９】
　同様に、局所デバイス１１２は、例えば、サーバなどの１つまたは複数のコンピューテ
ィング・プラットホームを備え得、局所メタデータ１１３を、確立し、維持し、格納し、
かつ／または、例えば、ネットワーク１０４を経由して、あるいは、直接無線リンク（こ
れは、ネットワーク１０４の外側が示されている間、ネットワーク１０４の中にも提供さ
れ得る）を経由して、その他のデバイスおよび／または移動局１０２に対して、提供する
ことができるように提供され得る。
【００６０】
　図１が、分析器能力１２２の全てもしくは一部は、符号化されたメタデータ１２４の全
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てもしくは一部を確立するために、とあるデバイスにおいてインプリメントされ得る例の
インプリメンテーションを示している間、とある事例では、そのような分析器能力１２２
の全てもしくは一部、および／または、符号化されたメタデータ１２４の全てもしくは一
部は、多様な異なるデバイスにおいて、異なり得る、ことは理解されたい。さらに、とあ
るその他の例のインプリメンテーションでは、２つ以上のデバイス（例えば、ディレクト
リ・デバイス１０６、貯蔵デバイス１０８、推論デバイス１４０、または類似のもの）の
全てもしくは一部は、特定のデバイスの中で共に配置（co-locate）され得る。
【００６１】
　図２は、１つのインプリメンテーションに基づいて、ポジション・アシスタンス・デー
タ１２８を取得し使用する際に、使用するための、例の移動局１０２のとある特徴を示す
概略ブロック図である。
【００６２】
　示されたとおり、移動局１０２は、１つまたは複数の接続２０６を経由して、メモリ２
０４に結合され、（例えば、ここに提供された技法に基づいて、）データ処理を実行する
ために、１つまたは複数の処理ユニット２０２を備え得る。処理ユニット２０２は、例え
ば、ハードウェア、もしくは、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせにおいて、イ
ンプリメントされ得る。処理ユニット２０２は、データ・コンピューティング手順もしく
はプロセスの少なくとも一部を実行するために構成可能な１つまたは複数の回路の代表で
あり得る。例として、限定するわけではないが、処理ユニットは、１つまたは複数の、プ
ロセッサ、コントローラ、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、特定用途向け集
積回路、デジタル信号プロセッサ、プログラム可能ロジック・デバイス、フィールド・プ
ログラム可能ゲート・アレイ、など、もしくは、それらの任意の組み合わせを含み得る。
【００６３】
　メモリ２０４は、任意のデータ記憶機構の代表であり得る。メモリ２０４は、例えば、
一次メモリ２０４－１、および／または、二次メモリ２０４－２を含み得る。一次メモリ
２０４－１は、例えば、ランダム・アクセス・メモリ、読み取り専用メモリ、などを備え
得る。処理ユニットから分かれているとこの例で示されている間は、一次メモリの全ても
しくは一部は、移動局１０２の中に備えられているか、さもなければ、処理ユニット２０
２、あるいは移動局１０２の中の他の類似の回路と同じ場所に配置／結合されている、と
いうことは理解されたい。二次メモリ２０４－２は、例えば、ディスク駆動、光学ディス
ク駆動、テープ駆動（tape drive）、固体メモリ駆動（solid state memory drive）、な
どの、例えば、一次メモリと同一もしくは類似のタイプ、および／または、データ記憶デ
バイス、もしくはデータ記憶システムを備え得る。とあるインプリメンテーションでは、
二次メモリは、コンピュータ可読媒体２６０に対して、動作可能なように受容的であり得
るか、さもなければ、結合するように構成可能であり得る。メモリ２０４および／または
コンピュータ可読媒体２６０は、ここに提供されたように、例えば、該技法および／また
は装置１１６（図１）に基づいて、データ処理に関連した命令２６２を備え得る。
【００６４】
　移動局１０２は、例えば、１つまたは複数のユーザ入力デバイス２０８、１つまたは複
数の出力デバイス２１０、１つまたは複数のネットワーク・インターフェース１１４、お
よび／または、１つまたは複数の位置受信機２１６、をさらに備え得る。
【００６５】
　入力デバイス２０８は、例えば、多様なボタン、スイッチ、タッチ・パッド、トラック
ボール（trackball）、ジョイスティック、タッチ・スクリーン、マイクロフォン、カメ
ラ、などを備え得、これは、１つまたは複数のユーザ入力を受信するために用いられ得る
。出力デバイス２１０は、例えば、ユーザに向けて、画像出力、音声出力、および／また
は、接触（tactile）出力を生成する際に用いられ得る多様なデバイスを備え得る。
【００６６】
　ネットワーク・インターフェース１１４は、例えば、１つまたは複数の有線および／ま
たは無線通信リンクを経由して、例えば、１つまたは複数の送信機１３０および／または
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ネットワーク１０４（図１）に対して、接続性を提供し得る。位置受信機２１６は、例え
ば、１つまたは複数の位置サービスから信号を取得し得、これは、メモリ内に格納されて
いる１つまたは複数の信号、に対して提供され得るか、さもなければそれらと関連し得る
、位置を推定する際に用いられ得る。例えば、位置受信機は、移動局１０２が、特定の構
造体／領域にいるか、もしくはそこの近くにいるか、あるいはそこに近づいているかを（
あるいは大まかに）示し得る第１の位置を推定するために用いられ得る。
【００６７】
　処理ユニット２０２および／または命令２６２は、例えば、ここに多様な例の技法に記
載されたように、貯蔵デバイス識別子に関する１つまたは複数の要求２２０、アシスタン
ス・データに関する１つまたは複数の要求２２２、１つまたは複数の貯蔵デバイス識別子
２２４、第１推定位置２２６、第２推定位置２２８、ポジション・アシスタンス・データ
１２８、符号化されたメタデータ１２４、復号されたメタデータ２３８、１つまたは複数
の電子マップ２３４、１つまたは複数のアクセス・ポイント・ロケータ２３６、１つまた
は複数の解読鍵２４２、収集されたデータ２４４、追加メタデータ１１１、局所メタデー
タ１１３、１つまたは複数の機能２４０に関する、もしくは補助的な命令および／または
データ、など、もしくは、任意のそれらの組み合わせ、などの、メモリ２０４内に格納さ
れた１つまたは複数の信号を提供し得るか、さもなければ、それらと関連し得る。符号化
されたメタデータ１２４に加えて、ポジション・アシスタンス・データ１２８は、例えば
、１つまたは複数の電子マップ２３４の全てもしくは一部、１つまたは複数のアクセス・
ポイント・ロケータ２３６の全てもしくは一部、および／または、多様なポジショニング
機能、ナビゲーション機能、位置ベースのサービス機能、および／または、移動局内で、
全体もしくは一部で、インプリメントされ得る類似のもの、に対して役立ち得る、符号化
された情報を表す他の類似のデータ、をさらに備え得る。その上、とある例の事例では、
追加メタデータ１１１および／または局所メタデータ１１３は、多様なポジショニング機
能、ナビゲーション機能、位置ベースのサービス機能、および／または、移動局内の、全
体もしくは一部で、インプリメントされ得る、類似のもの、に対しても、役立ちうる、符
号化された情報を表すデータを、少なくとも一部では備え得る。
【００６８】
　したがって、機能２４０は、例えば、ポジショニング機能、ナビゲーション機能、位置
ベースのサービス機能、など、もしくは、それらの任意の組み合わせ、の全てもしくは一
部を備え得る。例えば、１つまたは複数の機能は、少なくとも１つの屋内領域の、もしく
はそれに関する、移動局１０２の位置を推定するために、少なくとも一部では、用いられ
得る。例えば、１つまたは複数の機能は、１つまたは複数の送信された無線信号の測定さ
れた特性を考慮し得る。例えば、移動局１０２の位置を推定することは、いくつかの座標
系に関して、移動局１０２の推定位置に関する座標を決定することを、少なくとも一部で
は、備え得る。例えば、移動局１０２の位置を推定することは、屋内領域、構造体、およ
び／または、いくつかの物体、サービス、関心のある点、などを、それらに、もしくはそ
れらに関して、移動局１０２のポジションを決定することを、少なくとも一部では、備え
得る。例えば、移動局１０２の位置を推定することは、例えば、座標系に関して、少なく
とも１つの屋内領域の中へ、外へ、もしくはそれらの範囲内に、移動局１０２の動作（例
えば、向き、速度など）、もしくはそれらの欠如、および／または、類似のもの、もしく
はそれらの任意の組み合わせを、決定することを、少なくとも一部では、備え得る。
【００６９】
　図３は、１つのインプリメンテーションに基づいて、ポジション・アシスタンス・デー
タ１２８などを確立し、かつ／または、移動局１０２に対して、提供するために用いられ
得る１つまたは複数のデバイスを使用するための例のコンピューティング・プラットホー
ム３００のとある特徴を示す概略ブロック図である。例えば、ディレクトリ・デバイス１
０６、貯蔵デバイス１０８、もしくは、マップ推論デバイス１４０は、１つまたは複数の
コンピューティング・プラットホーム３００を備え得る。
【００７０】
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　示されたように、コンピューティング・プラットホーム３００は、１つまたは複数の接
続３０６を経由して、メモリ３０４に結合された（例えば、ここに提供された技法に基づ
いて、）データ処理を実行するように、１つまたは複数の処理ユニット３０２を備え得る
。処理ユニット３０２は、例えば、ハードウェアもしくはハードウェアとソフトウェアと
の組み合わせにおいて、インプリメントされ得る。処理ユニット３０２は、データ・コン
ピューティング手順もしくはプロセスの少なくとも一部を実行するように構成可能である
１つまたは複数の回路の代表であり得る。例として、限定するわけではないが、処理ユニ
ットは、１つまたは複数のプロセッサ、コントローラ、マイクロプロセッサ、マイクロコ
ントローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、
プログラム可能ロジック・デバイス、フィールド・プログラム可能ゲート・アレイなど、
もしくは、それらの任意の組み合わせを含み得る。
【００７１】
　メモリ３０４は、任意のデータ記憶機構の代表であり得る。メモリ３０４は、例えば、
一次メモリ３０４－１、および／または、二次メモリ３０４－２を含み得る。一次メモリ
３０４－１は、例えば、ランダム・アクセス・メモリ、読み取り専用メモリ、などを備え
得る。処理ユニットから分かれていると、この例で示されている間は、一次メモリの全て
もしくは一部は、処理ユニット３０２、もしくは、コンピューティング・プラットホーム
３００の中のその他の類似の回路、の中に提供され得るか、さもなければ、それらと同じ
場所に配置／結合され得る、ということは理解されたい。二次メモリ３０４－２は、例え
ば、一次メモリと同一もしくは類似のタイプのメモリ、および／または、例えば、ディス
ク駆動、光学ディスク駆動、テープ駆動、固体メモリ駆動、など、１つまたは複数のデー
タ記憶デバイスもしくはデータ記憶システム、を備え得る。とあるインプリメンテーショ
ンでは、二次メモリは、コンピュータ可読媒体３６０の動作可能なように受容的であり得
るか、さもなければ、それに結合するように構成可能であり得る。メモリ３０４、および
／または、コンピュータ可読媒体３６０は、ここに提供されたように、例えば、当該技法
および／または装置１２０もしくは装置１２６（図１）に基づいて、データ処理に関連し
た命令３６２を備え得る。
【００７２】
　コンピューティング・プラットホーム３００は、例えば、１つまたは複数のネットワー
ク・インターフェース１１８を、さらに備え得る。ネットワーク・インターフェース１１
８は、例えば、１つまたは複数の有線および／または無線通信リンクを経由して、ネット
ワーク１０４、移動局１０２、および／または、その他のデバイス（図１）に対して、結
合性を提供し得る。
【００７３】
　処理ユニット３０２および／または命令３６２は、例えば、貯蔵デバイス識別子に関す
る１つまたは複数の要求２２０、アシスタンス・データに関する１つまたは複数の要求２
２２、１つまたは複数の貯蔵デバイス識別子２２４、第１推定位置２２６、第２推定位置
２２８、ポジション・アシスタンス・データ１２８、符号化されたメタデータ１２４、分
析器能力１２２、１つまたは複数の電子マップ２３４、１つまたは複数のアクセス・ポイ
ント・ロケータ２３６、１つまたは複数の解読鍵２４２、１つまたは複数の暗号化鍵３１
０、追加メタデータ１１１、局所メタデータ１１３など、もしくはそれらの任意の組み合
わせ、などの、メモリ３０４内に格納された１つまたは複数の信号を提供し得るか、さも
なければ、それらに関連し得る。
【００７４】
　図４は、１つのインプリメンテーションに基づいて、複数の異なる屋内領域の少なくと
も１つに関して、ポジション・アシスタンス・データ１２８などを取得し、かつ使用する
ための、移動局１０２に関する例のプロセスもしくは方法４００のとある特徴を示すフロ
ー図である。例のブロック４０２で、移動局１０２は、ディレクトリ・デバイス１０６に
対して貯蔵デバイス識別子に関する要求２２０を送信し得る。ブロック４０４で、移動局
１０２は、貯蔵デバイス１０８と移動局１０２の第１推定位置２２６に相当する少なくと
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も１つの屋内領域とを識別する貯蔵デバイス識別子２２４を受信する。例のブロック４０
６で、移動局１０２は、貯蔵デバイス１０８に対して屋内領域に関するポジション・アシ
スタンス・データに関する要求２２２を送信し得る。例のブロック４０８で、移動局１０
２は、貯蔵デバイス１０８からポジション・アシスタンス・データ１２８を受信し得、こ
こで、ポジション・アシスタンス・データ１２８は屋内領域に関する符号化されたメタデ
ータ１２４を備え、これは、電子マップ２３４および／またはアクセス・ポイント・ロケ
ータ２３６に相当する。例のブロック４１０で、移動局１０２は、（例えば、必要であれ
ば／必要に応じて）符号化されたメタデータ１２４を復号し得る。例のブロック４１２で
、移動局１０２は、少なくとも１つの機能２４０に対して、もしくはそれによって使用す
るために、（例えば、あるいは復号されたメタデータ２３８の形式で）符号化されたメタ
データ１２４を提供し得る。
【００７５】
　図５は、１つのインプリメンテーションに基づいて、複数の異なる屋内領域の少なくと
も１つに関して、移動局１０２によって使用するために、ポジション・アシスタンス・デ
ータ１２８などを確立し、かつ／または提供するための、ディレクトリ・デバイス１０６
における、もしくは、少なくとも一部では、マップ推論デバイス１４０における、コンピ
ューティング・プラットホーム３００に関する例のプロセスもしくは方法５００のとある
特徴を示すフロー図である。例のブロック５０２で、ディレクトリ・デバイス１０６もし
くはマップ推論デバイス１４０は、例えば貯蔵デバイス１０８などから電子マップ２３４
および／またはアクセス・ポイント・ロケータ２３６を取得し得る。例のブロック５０４
で、ディレクトリ・デバイス１０６もしくはマップ推論デバイス１４０は、少なくとも一
部では、電子マップ２３４および／またはアクセス・ポイント・ロケータ２３６に基づい
て、屋内領域に関する符号化されたメタデータ１２４を確立し得る。例のブロック５０６
で、ディレクトリ・デバイス１０６もしくはマップ推論デバイス１４０は、貯蔵デバイス
１０８に対して符号化されたメタデータ１２４を送信し得る。
【００７６】
　また、例のブロック５０８で、ディレクトリ・デバイス１０６は、移動局１０２から貯
蔵デバイス識別子に関する要求２２０を受信し得る。例のブロック５１０で、ディレクト
リ・デバイス１０６は、移動局１０２の第１推定位置２２６が特定の屋内領域に相当する
という決定に応答して、移動局１０２に対して少なくとも１つの貯蔵デバイス識別子を送
信し得る。
【００７７】
　図６は、１つのインプリメンテーションに基づいて、複数の異なる屋内領域の少なくと
も１つに関して、移動局１０２によって使用するために、ポジション・アシスタンス・デ
ータ１２８などを確立し、かつ／または提供するための、推論デバイス１４０におけるコ
ンピューティング・プラットホーム３００に関する例のプロセスもしくは方法６００のと
ある特徴を示すフロー図である。例のブロック６０２で、マップ推論デバイス１４０は、
例えば貯蔵デバイス１０８などから電子マップ２３４および／またはアクセス・ポイント
・ロケータ２３６を取得し得る。例のブロック６０４で、マップ推論デバイス１４０は、
少なくとも一部では、電子マップ２３４および／またはアクセス・ポイント・ロケータ２
３６に基づいて、屋内領域に関する符号化されたメタデータ１２４を確立し得る。例のブ
ロック６０６で、ディレクトリ・デバイス１０６もしくはマップ推論デバイス１４０は、
貯蔵デバイス１０８に対して符号化されたメタデータ１２４を送信し得る。
【００７８】
　図７は、１つのインプリメンテーションに基づいて、複数の異なる屋内領域の少なくと
も１つに関して、移動局１０２に対して、ポジション・アシスタンス・データ１２８など
を確立し、かつ／または提供するために、貯蔵デバイス１０８におけるコンピューティン
グ・プラットホーム３００に関する例のプロセスもしくは方法７００のとある特徴を示す
フロー図である。例のブロック７０２で、貯蔵デバイス１０８は、電子マップ２３４およ
び／またはアクセス・ポイント・ロケータ２３６に相当する、屋内領域に関する符号化さ
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れたメタデータ１２４を取得し得る。例のブロック７０４で、貯蔵デバイス１０８は、移
動局１０２から屋内領域に関するポジション・アシスタンス・データに関する要求２２２
を受信し得る。例のブロック７０６で、貯蔵デバイス１０８は、移動局１０２に対して、
ポジション・アシスタンス・データ１２８を送信し得、ここでポジション・アシスタンス
・データ１２８は、符号化されたメタデータ１２４、および、符号化されたメタデータ１
２４に相当する電子マップ２３４および／またはアクセス・ポイント・ロケータ２３６の
少なくとも一部を備える。
【００７９】
　図８は、１つのインプリメンテーションに基づいて、移動局１０２に対して、ポジショ
ン・アシスタンス・データなどを提供するために、例の環境内でインプリメントされ得る
、例の通信セッション８００を示す概略ブロック図である。図８は、図１に似ており、ま
た、その他のデバイス８０２を含んでおり、これは、１つまたは複数の構造体および／ま
たは領域に関して、いくらか知識を有する現場（venue）に関連し得る。例えば、その他
のデバイス８０２は、ネットワーク１０４に接続されたコンピューティング・プラットホ
ーム３００などを備え得、これは、多様な形式のマップ、図など、および／または、アク
セス・ポイント（ＡＰ）位置、無線ヒートマップ、など、を生成し、さもなければ提供し
得、かつ／または、次いで、電子マップ２３４および／またはアクセス・ポイント・ロケ
ータ２３６を確立するために、例えば、貯蔵デバイス１０８もしくはその他の類似のデバ
イスによって、用いられ得る（例えば、図２および図３を参照）。マップ推論デバイス１
４０は、次いで、例えば、貯蔵デバイス１０８などから、特定の領域に関する電子マップ
２３４および／またはアクセス・ポイント・ロケータ２３６を取得し得、例えば、分析器
能力１２２を用いて、相当する符号化されたメタデータ１２４を確立し得る。また、文字
を持つ矢印が、図８には示されており、これは、例えば、例の通信セッション８００に基
づいて、多様なデバイス間で通信され得るメッセージ／情報のいくつかの例を提供する。
【００８０】
　示されたとおり、例の通信セッション８００は、その他のデバイス８０２と貯蔵デバイ
ス１０８（ここでは、「マップ／ＡＰサーバ」と示されている）の間の１つまたは複数の
メッセージ＃０を経由して、現場から情報を取得することを含み得る。貯蔵デバイス１０
８は、次いで、１つまたは複数の適用可能な電子マップ２３４および／またはアクセス・
ポイント・ロケータ２３６を確立し得る。また、貯蔵デバイス１０８は、マップ推論デバ
イスに対してマップ／ＡＰ情報を届け得、かつ、マップ推論デバイス１４０から符号化さ
れたメタデータ１２４を取得し得る。それ故に、貯蔵デバイス１０８は、ポジション・ア
シスタンス・データ１２８を、取得し、格納し、さもなければ、維持し得る。
【００８１】
　移動局１０２とディレクトリ・デバイス１０６（ここでは、「マップ・サーバ・ディレ
クトリ」と示されている）との間の１つまたは複数のメッセージ＃１Ａ、＃１Ｂと共に、
移動局１０２は、ポジション・アシスタンス・データ１２８を要求するために、マップ／
ＡＰサーバが通信するマップ・サーバ・ディレクトリから学ぶべく、その大まかな位置（
例えば、第１推定位置２２６）を用い得る。移動局１０２と適用可能な貯蔵デバイス１０
８（マップ／ＡＰサーバ）との間の１つまたは複数のメッセージ＃２Ａ、＃２Ｂと共に、
移動局１０２は、紹介（query）サーバーズ貯蔵デバイス１０８に対して、ディレクトリ
・サーバ１０６から、その大まかな位置および／またはその他の情報を使用し得る。
【００８２】
　移動局１０２と群衆ソーシング・デバイス１１０（ここでは、「群衆ソーシング・サー
バ（Crowdsourcing Server）」と示されている）との間の、１つまたは複数のメッセージ
＃３Ａ、＃３Ｃと共に、移動局は、収集されたデータ２４４を提供し得、かつ／または、
追加メタデータ１１１を受信し得る（図２を参照）。ここで、例えば、収集されたデータ
は、例えば、１つまたは複数の回路、アプリケーション、ユーザ・インターフェース、な
どを経由して、移動局１０２によって集められ得るか、さもなければ、収集され得る、群
衆ソーシングされた情報および／または測定値を含み得る。追加メタデータ１１１は、例



(34) JP 5770285 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

えば、少なくとも一部では、群衆ソーシング・デバイス１１０によって得られた情報か、
あるいはその中で生成されたその他に基づいて、導出され（derived）、更新され、さも
なければ、変更されている、符号化されたデータに類似しているメタデータを備え得る。
例えば、群衆ソーシング・デバイス１１０は、既存のＡＰ位置、無線モデル、ヒートマッ
プ、などを更新／収集するために、１つまたは複数の移動局からの収集されたデータを活
用し得る。さらに示されるように、群衆ソーシング・デバイス１１０と貯蔵デバイス１０
８との間の１つまたは複数のメッセージ＃３Ｂは、例えば、類似の目的、もしくはその他
の似た目的のために提供され得る。
【００８３】
　さらに、この例では、移動局１０２と局所デバイス１１２（ここでは、「ＰＯＩサーバ
」と示されている）との間の、１つまたは複数のメッセージ＃４は、移動局１０２に対し
て、局所メタデータ１１３などを提供するために用いられ得、例えば、移動局の屋内ポジ
ションは、適用可能なＰＯＩ情報およびサービス（例えば、位置ベースのサービス、など
）をトリガーするか、さもなければ、取得するために用いられ得る。
【００８４】
　図９は、１つのインプリメンテーションに基づいて、マップ抽出段階９０２を経由して
電子マップを確立し、（例えば、分析器能力１２２の）マップ推論段階９０４を経由して
符号化されたメタデータを確立し、マップ変換段階９０６を経由して移動局１０２に対し
て、変換し、かつ／または使用するためにポジション・アシスタンス・データ１２８を構
成するための、いくつかの例のプロセスもしくは方法９００のとある特徴を示すフロー図
である。
【００８５】
　構造体および／または領域図は、特定の現場に関連したいくつかのエンティティもしく
は人によって、しばしば所有（own）され、制御され、さもなければ維持される。現場に
提供され得るいくつかの構造体および／または領域図は、領域内のとある特徴および／ま
たは物体に関して、埋め込まれた情報を含み得る。例として、いくつかの図は、ＣＡＤ図
などの中で利用可能であり得るあるレベルの正確さ及び詳細を提供し得る。したがって、
図（マップ）が（例えば、交換を描くフォーマット（ＤＸＦ：drawing exchange format
）、など）しかるべきＣＡＤフォーマットで利用可能なことを想定すると、それらは、好
適な電子フォーマットへ、必要に応じて、貯蔵デバイス１０８によって処理され得る。と
ある例のインプリメンテーションでは、いくつかのマップは、使用を簡単にするために、
あるいは複数のデバイスを横切って共通点を確実にするために、拡張可能マークアップ言
語（ＸＭＬ：Extensible Markup Language）か、もしくはその他の類似の言語（例えば、
ＧＭＬ、もしくはＫＭＬ、もしくはＣｉｔｙＧＭＬ、など）で表わされ得る。
【００８６】
　貯蔵デバイス１０８は、マップ・サーバのように、例えば、１つまたは複数のＬＣＩ領
域の１つまたは複数のマップ、領域、構造体、現場、などをホストし得る。貯蔵デバイス
１０８は、例えば、多くの異なるＬＣＩのマップを統合し得る。それ故、そのようなマッ
プ・サーバのスケールおよびあるいは所有権は、著しく変化し得る。一方で、（例えば、
オフィス・ビルディングや、モールと関連する）単一エンティティは、貯蔵デバイス１０
８をホストし得る。その他の例では、全キャンパスもしくは企業は、単一の貯蔵デバイス
１０８上で、それら全ての多様なマップをホストし得る。またその他の例のインプリメン
テーションでは、第三者（third party）は、広範囲の数の現場に関する、中央貯蔵デバ
イス１０８に関して提供し得る。ここに提供された多様な技法は、マップ・サーバのスケ
ールに対して本質的に寛容であり得る建築物を含んで、多様な方法でインプリメントされ
得ることに留意されたい。
【００８７】
　マップ抽出段階９０２は、例えば、貯蔵デバイス１０８、および／またはその他の類似
のデバイスにおいて実行され得る。例のマップ抽出段階９０２では、ＣＡＤファイルは、
その多くの層内に存在する関連情報を決定するために分析され得る。抽出された情報の必
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要なピースは、例えば、壁、ドア、および、入り口／出口ポイントを含み得る。この分析
は、また、ポータルのような特別の領域（例えば、エレベータ、エスカレータ、階段）を
識別し得る。また、ＣＡＤファイル内で利用可能ないくつかのＰＯＩ情報（例えば、トイ
レ（restroom））が、抽出され得る。そのような抽出技法、および、その他は、公知であ
り、この記載の範囲をこえている。その上、ここにクレームされた技術主題は、必ずしも
、任意の特定の抽出技法に限定されるわけではない。
【００８８】
　マップ推論段階９０４は、例えば、１つまたは複数のディレクトリ・デバイス１０６、
貯蔵デバイス１０８、マップ推論デバイス１４０、および／または、その他の類似のデバ
イスの全体もしくは一部で実行され得る。マップ推論段階９０４とともに、マップのとあ
る特徴は、マップの役立つメタデータを決定するために、例えば、一組のアルゴリズムに
よって分析され得る。例えば、マップ推論段階９０４の一部として、分析は、マップの多
様な部分（例えば、およびそれによって表される領域内の物体）について、ユーザの動作
／アクセス実現可能性および／またはインフィジビリティとして実行され得る。とある例
の事例では、密集した接続性グラフは、例えば、正確なポジショニングのためのポジショ
ニング機能によって利用され得る、など、によって決定され得る。とある例の事例では、
接続性グラフは、ナビゲーション機能で使用するため、および／または、その他の類似の
目的のために、経路グラフを形成するために、決定され得、かつ／または、もしくは減少
され得る。とある例の事例では、領域の確率マップは、例えば、経路（route）などに基
づいて、決定され得る。とある例の事例では、領域に関連した、無線ヒートマップもしく
はその他の類似のＲＦ信号関連情報は、例えば、既知の送信機位置のマップ分析および利
用可能性を通して、決定され得る。とある例の事例では、多様な関心のある点は、例えば
、決定された関係などに基づいて、リンクされ得るか、さもなければ識別され得る。
【００８９】
　とある例のインプリメンテーションでは、マップ推論段階９０４中で利用可能な、マッ
プ情報およびアクセス・ポイントの両方、もしくはその他の送信機情報を有することは、
有益であり得る。多様な類似マップ推論技法及びその他は、公知であり、この記載の範囲
を超えている。その上、ここにクレームされた技術主題は、必ずしも任意の特定のマップ
推論技法に限定されるわけではない。
【００９０】
　とある例のインプリメンテーションでは、アクセス・ポイント・ロケータは、無線モデ
ル、無線ヒートマップ、および／または、領域に関連したその他の類似のＲＦ信号関連情
報を含み得る。とある事例では、アクセス・ポイント・ロケータ内に完全なＡＰもしくは
送信機位置を含まないことは、有益であり得る。無線ヒートマップ（例えば、ＲＳＳＩヒ
ートマップ）は、例えば、領域内の多様な点において、信号強度として表され得る。した
がって、完全なＡＰ／送信機位置は、とあるインプリメンテーション内の移動局に対して
中継されなければいけないわけではなく、例えば、特定の一度符号化されたメタデータは
、確立されている。
【００９１】
　とある例のインプリメンテーションでは、第１推定位置は、少なくとも一部では、最後
に既知のＧＰＳ調整を使用して、聞かれているＷｉＦｉアクセス・ポイントを識別し、あ
るいは、大まかな現在位置で指示もしくはヒントし得る、ユーザからのいくつかのテキス
ト入力もしくはその他の検知された情報（例えば、カメラ、スキャナ、マイクロフォン）
を経由して、提供され得る。
【００９２】
　とある例のインプリメンテーションでは、ディレクトリ・デバイス１０６は、例えば、
１つまたは複数の近くのＬＣＩを決定することによって、例えば、データベース内でその
ように調べることなどによって、移動局に対していくつかのアシスタンス・データを提供
し得る。
【００９３】
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　とある例のインプリメンテーションでは、マップ変換段階９０６は、ＸＭＬライクのフ
ォーマットでの符号化されたメタデータ１２８、などを確立し得る。とある例の事例では
、マップ変換段階９０６の全てもしくは一部は、ディレクトリ・デバイス１０６において
実行され得、かつ、特別の符号化、データ圧縮の多様な形式、および／または、データ暗
号化技法をうまく利用し得る。とあるその他の例の事例では、マップ変換段階９０６の全
てもしくは一部は、貯蔵デバイス１０８などにおいて実行され得る。まだその他の事例で
は、マップ変換段階９０６の全てもしくは一部は、ポジション・アシスタンス・データ１
２８内に含まれ得るその他のデータに関して、類似の動作に沿って実行され得る。多様な
データ変換、処理、変換、技法およびその他は、公知であり、この記載の範囲を超えてい
る。その上、ここにクレームされた技術主題は、必ずしも、任意の特定のデータ・フォー
マッティング技法に限定されるわけではない。
【００９４】
　図１０は、また別のインプリメンテーションに基づいて、移動局１０２に対して、ポジ
ション・アシスタンス・データなどを提供するために、例の環境内でインプリメントされ
得る、例の通信セッション１０００を示す概略ブロック図である。図１０は、図８に似て
いるが、マップ推論デバイス１４０を備えないか、もしくは使用しない。その代わりに、
この例では、装置１２０が、例えばここに提供されたような例の技法を用いて、符号化さ
れたメタデータ１２４を確立するために、分析器能力を備える、マップ／ＡＰサーバ１０
８において、提供され得る。
【００９５】
　図１１は、また別のインプリメンテーションに基づいて、移動局１０２に対して、ポジ
ション・アシスタンス・データなどを提供するために、例の環境内でインプリメントされ
得る例の通信セッション１１００を示す概略ブロック図である。図１１は、図１０に似て
おり、また、貯蔵デバイス１０８から分けられた、マップ・サーバ１１０２およびＡＰサ
ーバ１１０４を含んでおり、これは、「屋内ポジショニング・アシスタンス・サーバ（Ｉ
ＰＡＳ：Indoor Positioning Assistance Server）」とここでは示されている。マップ・
サーバ１１０２およびＡＰサーバ１１０４は、例えば、図のように、その他のデバイス８
０２とオフライン通信し得る。また、図１０とは異なり、このインプリメンテーションで
は、貯蔵デバイス１０８において円形の矢印によって示されたように（メッセージ＃２Ｆ
）、貯蔵デバイス１０８は、マップ推論を実行する分析器能力を備え得る。そういうもの
として、とある例の事例では、全てもしくはいくつかのマップ推論は、進行中（on-the-f
ly）に実行され得る。
【００９６】
　これを記憶にとめつつ、メッセージ＃０を経由して示されたように、現場は、それぞれ
マップ・サーバ１１０２およびＡＰサーバ１１０４において、前処理され、保たれ得る、
マップおよびＡＰ情報を提供し得る。その代わり、現場は、貯蔵デバイス１０８に対して
、直接、とあるマップおよび／またはＡＰ情報を提供し得る。メッセージ＃１Ａ、＃１Ｂ
を経由して示されたように、移動局１０２は、通信するために移動局に関して適用可能な
ＩＰＡＳをＩＰＡＳ－Ｄに決定させるために大まかな位置をふたたび使用して、例えば、
屋内ポジショニング・アシスタンス・サーバ・ディレクトリ（ＩＰＡＳ－Ｄ：Indoor Pos
itioning Assistance Server Directory）としてここに示された、ディレクトリ・デバイ
スと通信し得る。したがって、メッセージ＃２Ａ－＃２Ｇを経由して、移動局１０２は、
貯蔵デバイス１０８から、ポジション・アシスタンス・データ１２８を取得し得る。ここ
で、例えば、ＩＰＡＳが適用可能な電子マップ２３４及びアクセス・ポイント・ロケータ
２３６の貯蔵されたバージョン（cached version）を有する場合、貯蔵デバイス１０８は
、（符号化されたメタデータ１２４を含んで）ポジション・アシスタンス・データ１２８
を持つ移動局１０２に対して、直接応答し得る。しかしながら、ＩＰＡＳが適用可能な電
子マップ２３４およびアクセス・ポイント・ロケータ２３６の貯蔵されたバージョンを有
しない場合、貯蔵デバイス１０８は、そのような情報を取得するために、マップ・サーバ
１１０２およびＡＰサーバ１１０４とさらに通信し得る。
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【００９７】
　移動局１０２と群衆ソーシング・デバイス１１０（「群衆ソーシング・サーバ」とここ
では示されている）との間の１つまたは複数のメッセージ＃３Ａ、＃３Ｃとともに、移動
局は、収集されたデータ２４４を提供し、かつ／または、追加メタデータ１１１を受信し
得る（図２を参照）。追加メタデータ１１１は、例えば、少なくとも一部では、群衆ソー
シング・デバイス１１０によって取得された情報、もしくは、群衆ソーシング・デバイス
１１０の中で生成されたその他、に基づいて、導出され、更新され、さもなければ変更さ
れる、符号化されたデータに似ているメタデータを備え得る。さらに示されたように、群
衆ソーシング・デバイス１１０と貯蔵デバイス１０８との間の１つまたは複数のメッセー
ジ＃３Ｂは、例えば、類似の、もしくはその他の似た目的のために、提供され得る。さら
に、この例では、移動局１０２と局所デバイス１１２（「ＰＯＩサーバ」とここでは示さ
れている）との間の１つまたは複数のメッセージ＃４は、移動局１０２に対して、局所メ
タデータ１１３などを提供するために用いられ得、例えば、移動局の屋内ポジションは、
適用可能なＰＯＩ情報およびサービス（例えば、位置ベースのサービス、など）を、トリ
ガーするか、さもなければ取得するために用いられ得る。
【００９８】
　図１２は、また別のインプリメンテーションに基づいて、移動局１０２に対して、ポジ
ション・アシスタンス・データなどを提供するために例の環境内でインプリメントされ得
る例の通信セッション１２００を示す概略ブロック図である。図１２は、図１０および図
１１に似ており、貯蔵デバイス１０８において円形の矢印で示されているように（メッセ
ージ＃０）、貯蔵デバイス１０８は、（例えば、要求よりも前に、）マップ推論を実行す
る分析器能力を備え得る。ここでは、しかしながら、図１０とは異なり、かつどちらかと
いうと図１０に近く、マップおよびＡＰ位置情報は、その他のデバイス８０２から、ＩＰ
ＡＳにおいて、メッセージ＃０を経由して、取得され（かつ貯蔵され）得る。
【００９９】
　追加の例のインプリメンテーションは提供され得、クレームされた技術主題は、必ずし
も、示されかつ記載されたインプリメンテーションには限定されない、ということは、留
意されたい。例えば、とあるその他のインプリメンテーションでは、ここに記載されたよ
うな多様な能力は、とあるデバイスにおいて、１つまたは複数のコンピューティング・プ
ラットホームを用いて、全体で、もしくは一部で、動作可能なように組み合わせられ得る
。例えば、デバイスは、ディレクトリ・デバイス１０６、貯蔵デバイス１０８、マップ推
論デバイス１４０、その他のデバイス８０２、マップ・サーバ１００２、ＡＰサーバ１０
０４、群衆ソーシング・デバイス１１０、局所デバイス１１２、などを用いて提供され得
る、能力のハイブリッド混合物を備え得る。例として、ここにとある例のインプリメンテ
ーションで示されたように、符号化されたメタデータ１２４を確立し得る分析器能力１２
２は、１つまたは複数の異なるデバイスにおいて、提供され得る。
【０１００】
　「１つの例（one example）」、「一例（an example）」、「とある例（certain examp
les）」、もしくは「典型的なインプリメンテーション」に対する、本明細書を通しての
参照は、特徴および／または例と関連して記載された特定の特徴、構造、特性が、クレー
ムされた技術主題の少なくとも１つの特徴および／または例に含まれ得る、ということを
意味している。したがって、本明細書を通して、多様な場所の、「１つの例では」、「一
例」、「とある例では」、もしくは「とあるインプリメンテーションでは」などの語句、
もしくはその他の似た語句の出現は、必ずしも、全てが同じ特徴、例、および／または限
定を参照するとは限らない。さらに、特定の特徴、構造、もしくは特性が、１つまたは複
数の例および／または特徴に組み合わされ得る。
【０１０１】
　ここに記載された方法論は、特定の特徴および／または例に従う応用次第で、多様な手
段によってインプリメントされ得る。例えば、そのような方法論は、ソフトウェアに沿っ
て、ハードウェア、ファームウェア、および／または、それらの組み合わせにおいて、イ
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ンプリメントされ得る。ハードウェア・インプリメンテーションでは、例えば、処理ユニ
ットは、１つまたは複数の、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッ
サ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラム可能ロジック・デバ
イス（ＰＬＤ）、フィールド・プログラム可能ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ
、コントローラ、マイクロ・コントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、ここに
記載された機能を実行するように設計されたその他のデバイス・ユニット、および／また
は、それらの組み合わせの中にインプリメントされ得る。
【０１０２】
　前の詳細な説明では、多くの特定の詳細が、クレームされた技術主題の完全な理解を提
供するために示されている。しかしながら、クレームされた技術主題がこれらの特定の詳
細無しでも実行（practice）され得る、ということは、当業者であれば、理解されるだろ
う。その他の例では、当業者によって知られているだろう方法および装置は、クレームさ
れた技術主題をわかりにくく（obscure）しないように、詳細には説明されていない。
【０１０３】
　前の詳細な説明のいくつかの部分は、特定の装置、もしくは特定の目的のコンピューテ
ィング・デバイスもしくはプラットホームのメモリの中に格納された、バイナリ・デジタ
ル電子信号上の、動作のアルゴリズムもしくは象徴に関して、表されている。この特定の
明細書のコンテキストでは、特定の装置などの用語は、いったんプログラムされると、プ
ログラム・ソフトウェアからの命令に従って特定の機能を実行する、汎用目的のコンピュ
ータを含んでいる。アルゴリズムの記述（algorithmic description）もしくは象徴は、
信号処理もしくは関連技術の当業者によって、その他の当業者に対して、その仕事の内容
を伝えるために、用いられる技法の例である。アルゴリズムとは、ここでは、そして一般
的には、動作の自己一致シーケンス、もしくは、所望の結果につながる類似の信号処理、
であると考えられる。このコンテキストでは、動作もしくは処理とは、物理量の物理操作
を含んでいる。概して、必ずというわけではないが、そのような量は、情報を表す電子信
号として格納され、転送され、組み合わされ、比較され、さもなければ、操作されること
ができる、電気信号または磁気信号の形式を取り得る。時間で、主に共通使用の理由で、
そのような信号を、ビット、データ、値、要素、シンボル、キャラクタ、用語、番号、数
字、情報、などと参照するのは、簡便だと証明されている。しかしながら、これらの全て
もしくは類似の用語は、しかるべき物理量に関連されており、かつ、ただの簡便なラベル
にすぎない、ということは理解されたい。特別に述べられない限りは、以下の検討とは離
れて、本明細書を通して、「処理する（processing）」、「計算する（computing）」、
「計算する（calculating）」、「決定する（determining）」、「確立する（establishi
ng）」、「取得する（obtaining）」、「識別する（identifying）」、などの用語を利用
する検討は、特殊目的コンピュータ、もしくは類似の特殊目的電子コンピューティング・
デバイスなどの、特定の装置のアクションもしくは処理を参照する、ということは、十分
理解されたい。本明細書のコンテキストでは、それ故、特殊目的コンピュータ、もしくは
、類似の特殊目的電子コンピューティング・デバイスは、特殊目的コンピ
ュータ、もしくは特殊目的電子コンピューティング・デバイスの、メモリ、レジスタ、も
しくはその他の情報記憶デバイス、送信デバイス、もしくは表示デバイスの中の物理電子
量または磁気量として、概して表される、信号を操作すること、もしくは変換することが
できる。この特定の特許出願のコンテキストでは、用語「特定の装置」は、いったんプロ
グラムされると、プログラム・ソフトウェアからの命令に従う特定の機能を実行する、一
般目的コンピュータを含み得る。
【０１０４】
　ここに用いられた用語「および（and）」、「もしくは（or）」、および「および／ま
たは（and/or）」は、また、そのような用語が用いられるコンテキストに少なくとも一部
が依存するように期待される、多種の意味を含み得る。概して、「もしくは」は、Ａ、Ｂ
、もしくはＣなどのリストを関連付けるために用いられる場合、排他的なセンス（exclus
ive sense）でここで用いられるＡ、Ｂ、もしくはＣと同様に、包括的なセンス（inclusi
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ve sense）でここで用いられるＡ、Ｂ、およびＣを意味するように意図される。加えて、
ここに用いられた用語「１つまたは複数（one or more）」は、単数（singular）の任意
の特徴、構造、もしくは特性を説明するために用いられ得るか、もしくは、複数の、また
はいくつか他の、特徴、構造、もしくは特性の組み合わせを説明するために用いられ得る
。けれども、これはただの例示の例にすぎなく、クレームされた技術主題はこの例に限定
されない、ということは留意されたい。
【０１０５】
　例の特徴として現在何が考えられているかが図示され、説明されている間は、当業者に
よって、クレームされた技術主題から離れることなく、多様なその他の変形例が行われ得
、同等物が代用され得る、ということは理解されたい。また、多くの変更が、ここに記載
された中心的な概念（central concept）から離れることなく、クレームされた技術主題
の教示に対して、特定の状況に適応するために、行われ得る。
【０１０６】
　それ故、クレームされた技術主題は、開示された特定の例に限定されるわけではないが
、そのようなクレームされた技術主題は、また、添付されたクレーム、およびそれらに対
応するものの範囲内に入る全ての態様を含み得る、ということが意図されている。
　以下に本件出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］移動局において、
　貯蔵（repository）デバイスに対して少なくとも１つの屋内領域に関するポジション・
アシスタンス・データ（position assistance data）に関する要求を送信することと、
　前記貯蔵デバイスから前記ポジション・アシスタンス・データを受信することであって
、前記ポジション・アシスタンス・データは、少なくとも一部では、前記少なくとも１つ
の屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタデータ、および、電子マップもし
くはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに相当するものを備える、受信する
ことと、
　前記移動局の位置を推定する際に使用するための少なくとも１つの機能に対して、前記
符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供することと、
　を備える方法。
　［２］ポジション・アシスタンス・データに関する前記要求は貯蔵デバイス識別子を備
える、［１］に記載の方法。
　［３］前記移動局において、
　ディレクトリ・デバイスに対して貯蔵デバイス識別子に関する要求を送信することであ
って、貯蔵デバイス識別子に関する前記要求が前記移動局の少なくとも第１推定位置を示
している、送信することと、
　前記ディレクトリ・デバイスから前記貯蔵デバイスに関する前記貯蔵デバイス識別子を
受信することであって、前記貯蔵デバイス識別子は、前記貯蔵デバイスと前記第１推定位
置に相当する前記少なくとも１つの屋内領域とを識別する、受信することと、
　をさらに備える、［１］に記載の方法。
　［４］前記移動局において、
　　解読鍵を受信すること、をさらに備え、
　　前記符号化されたメタデータを復号することは、前記解読鍵を用いて前記符号化され
たメタデータの少なくとも一部を解読することをさらに備える、
　［１］に記載の方法。
　［５］前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、ディレクトリ・デバイス、前
記貯蔵デバイス、もしくはマップ推論デバイス、の少なくとも１つを経由して提供される
分析器能力によって、少なくとも一部では、確立される、［１］に記載の方法。
　［６］前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、前記移動局がポジション・ア
シスタンス・データに関する前記要求を送信するよりも前に、少なくとも一部では確立さ
れ、前記貯蔵デバイスにおいて格納される、［１］に記載の方法。
　［７］前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、ポジション・アシスタンス・
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データに関する前記要求に応じて、少なくとも一部では、確立される、［１］に記載の方
法。
　［８］前記移動局において、
　　前記群衆ソーシング・デバイスに対して前記少なくとも１つの屋内領域に関する収集
されたデータを集める（gather）こと、および、送信すること、もしくは、
　　前記群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタ
データを受信すること、および、前記少なくとも１つの機能に対して前記追加メタデータ
の少なくとも一部を提供すること、
　のうち少なくとも１つによって、群衆ソーシング・デバイスとインターフェースをとる
ことを、さらに備える、［１］に記載の方法。
　［９］前記移動局において、
　　局所デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する局所メタデータを受信する
ことと、
　　前記少なくとも１つの機能に対して前記局所メタデータの少なくとも一部を提供する
ことと、
　をさらに備える、［１］に記載の方法。
　［１０］前記少なくとも１つの機能は、ポジショニング機能、ナビゲーション機能、も
しくは、位置ベースのサービス機能、のうち少なくとも１つを備える、［１］に記載の方
法。
　［１１］移動局内で使用するための装置であって、
　貯蔵デバイスに対して少なくとも１つの屋内領域に関するポジション・アシスタンス・
データに関する要求を送信するための手段と、
　前記貯蔵デバイスから前記ポジション・アシスタンス・データを受信するための手段で
あって、前記ポジション・アシスタンス・データは、少なくとも一部では、前記少なくと
も１つの屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタデータ、および、電子マッ
プもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに相当するものを備える、受
信するための手段と、
　前記移動局の位置を推定する際に、使用するための少なくとも１つの機能に対して、前
記符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供するための手段と、
　を備える装置。
　［１２］ディレクトリ・デバイスに対して貯蔵デバイス識別子に関する要求を送信する
ための手段であって、前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求が前記移動局の少なくと
も第１推定位置を示している、送信するための手段と、
　前記ディレクトリ・デバイスから前記貯蔵デバイスに関する前記貯蔵デバイス識別子を
受信するための手段であって、前記貯蔵デバイス識別子は、前記貯蔵デバイスと前記第１
推定位置に相当する前記少なくとも１つの屋内領域とを識別し、かつ、ポジション・アシ
スタンス・データに関する前記要求は前記貯蔵デバイス識別子を備える、受信するための
手段と、
　をさらに備える、［１１］に記載の装置。
　［１３］解読鍵を取得するための手段と、
　　前記解読鍵を用いて、前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を解読するため
の手段と、
　をさらに備える、［１１］に記載の装置。
　［１４］前記符号化されたメタデータは、分析器能力によって、少なくとも一部では、
確立されている、［１１］に記載の装置。
　［１５］前記群衆ソーシング・デバイスに対して前記少なくとも１つの屋内領域に関す
る収集されたデータを送信するための手段、もしくは、
　　前記群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタ
データを受信するための手段、および、前記少なくとも１つの機能をサポートするために
前記追加メタデータの少なくとも一部を提供するための手段、
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　のうちの少なくとも１つ、をさらに備える、［１１］に記載の装置。
　［１６］局所デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する局所メタデータを受
信するための手段と、
　　前記少なくとも１つの機能に対して前記局所メタデータの少なくとも一部を提供する
ための手段と、
　をさらに備える、［１］に記載の装置。
　［１７］移動局であって、
　ネットワーク・インターフェースと、
　　貯蔵デバイスに対して少なくとも１つの屋内領域に関するポジション・アシスタンス
・データに関する要求の送信を開始し、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して前記貯蔵デバイスから前記ポジショ
ン・アシスタンス・データを取得することであって、前記ポジション・アシスタンス・デ
ータは、少なくとも一部では、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関する
符号化されたメタデータ、および、電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの
少なくとも１つに相当するもの、を備える、取得し、
　　前記移動局の位置を推定する際に使用するための少なくとも１つの機能に対して前記
符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供する、
　処理ユニットと、
　を備える移動局。
　［１８］前記処理ユニットは、さらに、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由してディレクトリ・デバイスに対して貯
蔵デバイス識別子に関する要求の送信を開始することであって、前記貯蔵デバイス識別子
に関する前記要求は前記移動局の少なくとも第１推定位置を示す、開始し、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して前記ディレクトリ・デバイスから前
記貯蔵デバイスに関する前記貯蔵デバイス識別子を取得することであって、前記貯蔵デバ
イス識別子は、前記貯蔵デバイス、および、前記第１推定位置に相当する前記少なくとも
１つの屋内領域を識別し、かつ、ポジション・アシスタンス・データに関する前記要求は
前記貯蔵デバイス識別子を備える、取得する、
　［１７］に記載の移動局。
　［１９］前記処理ユニットはさらに、
　　解読鍵を取得し、
　　前記解読鍵を使用して前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を解読する、
　［１７］に記載の移動局。
　［２０］前記解読鍵は、前記ネットワーク・インターフェースを経由して、ディレクト
リ・デバイスから取得される、［１９］に記載の移動局。 
　［２１］前記符号化されたメタデータは、分析器能力によって、少なくとも一部では、
確立されている、［１７］に記載の移動局。
　［２２］前記符号化されたメタデータは、ポジション・アシスタンス・データに関する
前記要求の送信よりも前に、少なくとも一部では、確立されている、［１７］に記載の移
動局。
　［２３］前記符号化されたメタデータは、ポジション・アシスタンス・データに関する
前記要求に応じて、少なくとも一部では、確立されている、［１７］に記載の移動局。
　［２４］前記処理ユニットは、さらに、
　　前記群衆ソーシング・デバイスに対して前記少なくとも１つの屋内領域に関する収集
されたデータの送信を開始すること、もしくは、
　　前記群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタ
データを取得すること、および、前記少なくとも１つの機能に対して前記追加メタデータ
の少なくとも一部を提供すること、
　のうちの少なくとも１つによって、群衆ソーシング・デバイスと、前記ネットワーク・
インターフェースを経由してインターフェースをとる、［１７］に記載の移動局。
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　［２５］前記処理ユニットは、さらに、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して、局所デバイスから前記少なくとも
１つの屋内領域に関する局所メタデータを取得し、
　　前記少なくとも１つの機能をサポートするために前記局所メタデータの少なくとも一
部を使用する、
　［１７］に記載の移動局。
　［２６］前記少なくとも１つの機能は、ポジショニング機能、ナビゲーション機能、も
しくは、位置ベースのサービス機能、のうち少なくとも１つを備える、［１７］に記載の
移動局。
　［２７］貯蔵デバイスに対して少なくとも１つの屋内領域に関するポジション・アシス
タンス・データに関する要求の送信を開始し、
　　前記貯蔵デバイスから前記ポジション・アシスタンス・データを取得することであっ
て、前記ポジション・アシスタンス・データは、少なくとも一部では、前記少なくとも１
つの屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタデータ、および、電子マップも
しくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに相当するもの、を備える、取得
し、
　　前記移動局の位置を推定する際に使用するための少なくとも１つの機能に対して前記
符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供する、
　ように移動局内で処理ユニットによって実行可能な、そこに格納されたコンピュータ・
インプリメント可能命令を有する非一時的な（non-transitory）コンピュータ可読媒体を
備える、アーティクル。
　［２８］前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　ディレクトリ・デバイスに対して貯蔵デバイス識別子に関する要求の送信を開始する
ことであって、前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求は前記移動局の少なくとも１つ
の第１推定位置を示す、開始し、
　　前記ディレクトリ・デバイスから前記貯蔵デバイスに関する前記貯蔵デバイス識別子
を取得することであって、前記貯蔵デバイス識別子は、前記貯蔵デバイスと前記第１推定
位置に相当する前記少なくとも１つの屋内領域とを識別し、かつ、ポジション・アシスタ
ンス・データに関する前記要求は前記貯蔵デバイス識別子を備える、取得する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、［２７］に記載のアーティク
ル。
　［２９］前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　解読鍵を取得し、
　　前記解読鍵を用いて前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を解読する、
　ように、前記処理ユニットによってさらに実行可能である、［２７］に記載のアーティ
クル。
　［３０］前記符号化されたメタデータは、分析器能力によって、少なくとも一部では、
確立されている、［２７］に記載のアーティクル。
　［３１］前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタデー
タを取得し、
　　前記少なくとも１つの機能をサポートするために前記追加メタデータの少なくとも一
部を提供する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、［２７］に記載のアーティク
ル。
　［３２］前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　局所デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する局所メタデータを取得し、
　　前記少なくとも１つの機能に対して前記局所メタデータの少なくとも一部を提供する
、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、［２７］に記載のアーティク
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ル。
　［３３］マップ推論デバイスのコンピューティング・プラットホームにおいて、
　　少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関して、電子マップもしくはアクセス
・ポイント・ロケータの少なくとも１つを取得することと、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関す
る符号化されたメタデータを確立することと、
　　貯蔵デバイスに対して前記符号化されたメタデータを送信することであって、前記貯
蔵デバイスは、移動局から受信されたポジション・アシスタンス・データに関する要求に
応じて、前記移動局に対して前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供する、
送信することと、
　を備えた方法。
　［３４］前記マップ推論デバイスにおいて、
　　暗号化鍵を用いて前記符号化されたメタデータを暗号化することと、
　　前記移動局に対して前記暗号化鍵に相当する解読鍵を送信することと、
　をさらに備える、［３３］に記載の方法。
　［３５］前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、前記貯蔵デバイスから受信
された要求に応じて、少なくとも一部では、確立される、［３３］に記載の方法。
　［３６］前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、ポジショニング機能、ナビ
ゲーション機能、もしくは、位置ベースのサービス機能、のうちの少なくとも１つで、前
記移動局内で使用するためである、［３３］に記載の方法。
　［３７］マップ推論デバイスにおいて使用するための装置であって、
　　少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関して、電子マップもしくはアクセス
・ポイント・ロケータの少なくとも１つを取得するための手段と、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関す
る符号化されたメタデータを確立するための手段と、
　　貯蔵デバイスに対して前記符号化されたメタデータを送信するための手段であって、
前記貯蔵デバイスは、移動局から受信されたポジション・アシスタンス・データに関する
要求に応じて、前記移動局に対して前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供
する、送信するための手段と、
　を備えた装置。
　［３８］前記マップ推論デバイスにおいて、
　　暗号化鍵を用いて前記符号化されたメタデータを暗号化するための手段と、
　　前記移動局に対して前記暗号化鍵に相当する解読鍵を送信するための手段と、
　をさらに備える、［３７］に記載の装置。
　［３９］符号化されたメタデータを確立するための前記手段は、前記貯蔵デバイスから
受信された要求に応じて、前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を確立する、［
３７］に記載の装置。
　［４０］符号化されたメタデータを確立するための前記手段は、ポジショニング機能、
ナビゲーション機能、もしくは、位置ベースのサービス機能、のうちの少なくとも１つで
、前記移動局によって使用するための前記符号化されたメタデータを確立する、［３７］
に記載の装置。
　［４１］マップ推論デバイスにおいて使用するためのコンピューティング・プラットホ
ームであって、
　ネットワーク・インターフェースと、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して、少なくとも１つの屋内領域の少な
くとも一部に関して、電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１
つを取得し、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
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少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関す
る符号化されたメタデータを確立し、
　　貯蔵デバイスに対して前記符号化されたメタデータの送信を開始することであって、
前記貯蔵デバイスは、移動局から受信されたポジション・アシスタンス・データに関する
要求に応じて、前記移動局に対して前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供
する、開始する、
　処理ユニットと、
　を備えたコンピューティング・プラットホーム。
　［４２］前記処理ユニットはさらに、
　　暗号化鍵を用いて前記符号化されたメタデータを暗号化し、
　　前記移動局に対して前記暗号化鍵に相当する解読鍵の送信を開始する、
　［４１］に記載のコンピューティング・プラットホーム。
　［４３］前記処理ユニットは、前記ネットワーク・インターフェースを経由して前記貯
蔵デバイスから受信された要求に応じて、前記符号化されたメタデータを確立する、［４
１］に記載のコンピューティング・プラットホーム。
　［４４］前記処理ユニットは、ポジショニング機能、ナビゲーション機能、もしくは、
ロケーション・ベースのサービス機能、のうちの少なくとも１つで前記移動局によって使
用するための前記符号化されたメタデータを確立する、［４１］に記載のコンピューティ
ング・プラットホーム。
　［４５］少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関して、電子マップもしくはア
クセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つを取得し、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関す
る符号化されたメタデータを確立し、
　　貯蔵デバイスに対して前記符号化されたメタデータの送信を開始することであって、
前記貯蔵デバイスは、移動局から受信されたポジション・アシスタンス・データに関する
要求に応じて、前記移動局に対して前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を提供
する、開始する、
　ように、ディレクトリ・デバイス内の処理ユニットによって実行可能であるコンピュー
タ・インプリメント可能命令をそこに格納している非一時的なコンピュータ可読媒体、
　を備えるアーティクル。
　［４６］前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　暗号化鍵を用いて前記符号化されたメタデータを暗号化し、
　　前記移動局に対して前記暗号化鍵に相当する解読鍵の送信を開始する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、［４５］に記載のアーティク
ル。
　［４７］前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　前記貯蔵デバイスから受信された要求に応じて、前記符号化されたメタデータを確立
する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、［４５］に記載のアーティク
ル。
　［４８］前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　ポジショニング機能、ナビゲーション機能、もしくは位置ベースのサービス機能、の
うち少なくとも１つで前記移動局によって使用するための前記符号化されたメタデータを
確立する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、［４５］に記載のアーティク
ル。
　［４９］ディレクトリ・デバイスにおいて、
　　少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関して、電子マップもしくはアクセス
・ポイント・ロケータの少なくとも１つを取得することと、
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　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関し
て符号化されたメタデータを確立することと、
　　貯蔵デバイスに対して前記符号化されたメタデータを送信することと、
　　移動局から貯蔵デバイス識別子に関する要求を受信することであって、前記貯蔵デバ
イス識別子に関する前記要求は、前記移動局の少なくとも第１推定位置を示す、受信する
ことと、
　　前記第１推定位置が前記少なくとも１つの屋内領域の前記少なくとも前記一部に相当
する決定することに応答して、前記移動局に対して前記貯蔵デバイスに関する貯蔵デバイ
ス識別子を送信することと、
　を備えた方法。
　［５０］前記ディレクトリ・デバイスにおいて、
　　前記第１推定位置が、前記少なくとも１つの屋内領域の前記少なくとも前記部分に相
当するという決定に応答して、前記移動局に対して、前記電子マップ、前記アクセス・ポ
イント・ロケータ、もしくは前記符号化されたメタデータのうちの、少なくとも１つに関
する少なくとも１つの識別子、をさらに送信すること、
　をさらに備える、［４９］に記載の方法。
　［５１］前記ディレクトリ・デバイスにおいて、
　　暗号化鍵を用いて前記符号化されたメタデータを暗号化することと、
　　前記移動局に対して、前記暗号化鍵に相当する解読鍵を送信することと、
　をさらに備える、［４９］に記載の方法。
　［５２］前記ディレクトリ・デバイスにおいて、
　　群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタデー
タを取得することをさらに備え、
　　前記符号化されたメタデータを確立することは、前記追加メタデータの少なくとも一
部に、少なくとも一部では、基づいて前記符号化されたメタデータを確立することをさら
に備える、
　［４９］に記載の方法。
　［５３］前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、少なくとも一部では、前記
移動局から前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求を受信するよりも前に確立される、
［４９］に記載の方法。
　［５４］前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、少なくとも一部では、前記
移動局からの前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求もしくは前記貯蔵デバイスから受
信された要求のうちの少なくとも１つに応じて確立される、［４９］に記載の方法。
　［５５］前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、ポジショニング機能、ナビ
ゲーション機能、もしくは位置ベースのサービス機能、のうちの少なくとも１つで前記移
動局によって使用するためである、［４９］に記載の方法。
　［５６］ディレクトリ・デバイス内で使用するための装置であって、
　　少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関して、電子マップもしくはアクセス
・ポイント・ロケータの少なくとも１つを取得するための手段と、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関し
て符号化されたメタデータを確立するための手段と、
　　貯蔵デバイスに対して前記符号化されたメタデータを送信するための手段と、
　　移動局から貯蔵デバイス識別子に関する要求を受信するための手段であって、前記貯
蔵デバイス識別子に関する前記要求は、前記移動局の少なくとも第１推定位置を示す、受
信するための手段と、
　　前記第１推定位置が前記少なくとも１つの屋内領域の前記少なくとも前記一部に相当
するという決定に応答して、前記移動局に対して前記貯蔵デバイスに関する貯蔵デバイス
識別子を送信するための手段と、



(46) JP 5770285 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

　を備えた装置。
　［５７］前記第１推定位置が前記少なくとも１つの屋内領域の前記少なくとも前記一部
に相当するという決定に応答して、前記電子マップ、前記アクセス・ポイント・ロケータ
、もしくは前記符号化されたメタデータのうちの少なくとも１つに関する少なくとも１つ
の識別子を前記移動局に対して送信するための手段、をさらに備える、［５６］に記載の
装置。
　［５８］暗号化鍵を用いて前記符号化されたメタデータを暗号化するための手段と、
　　前記移動局に対して前記暗号化鍵に相当する解読鍵を送信するための手段と、
　をさらに備える、［５６］に記載の装置。
　［５９］群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メ
タデータを取得するための手段と、
　　さらに、少なくとも一部では、前記追加メタデータの少なくとも一部に基づいて、前
記符号化されたメタデータを確立するための手段と、
　をさらに備える、［５６］に記載の装置。
　［６０］前記符号化されたメタデータを確立するための前記手段は、前記貯蔵デバイス
識別子に関する前記要求が前記移動局から受信されているよりも前に、前記符号化された
メタデータを確立する、［５６］に記載の装置。
　［６１］前記符号化されたメタデータを確立するための前記手段は、前記移動局からの
前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求か、あるいは前記貯蔵デバイスから受信される
要求、のうちの少なくとも１つを受信することに応答して、少なくとも一部では、前記符
号化されたメタデータを確立する、［５６］に記載の装置。
　［６２］ディレクトリ・デバイスにおいて、
　ネットワーク・インターフェースと、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して、少なくとも１つの屋内領域の少な
くとも一部に関して、電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１
つを、取得し、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関す
る符号化されたメタデータを確立し、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して貯蔵デバイスに対して前記符号化さ
れたメタデータの送信を開始し、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して移動局から貯蔵デバイス識別子に関
する要求を取得することであって、前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求は、前記移
動局の少なくとも第１推定位置を示す、取得し、
　　前記第１推定位置は前記少なくとも１つの屋内領域の前記少なくとも前記一部に相当
するという決定に応答して、前記ネットワーク・インターフェースを経由して、前記移動
局に対して前記貯蔵デバイスに関する貯蔵デバイス識別子の送信を開始するための、
　処理ユニットと、
　を備えるコンピューティング・プラットホーム。
　［６３］前記処理ユニットは、さらに、前記第１推定位置が前記少なくとも１つの屋内
領域の前記少なくとも前記一部に相当するという決定に応答して、前記ネットワーク・イ
ンターフェースを経由して前記移動局に対して、前記電子マップ、前記アクセス・ポイン
ト・ロケータ、もしくは前記符号化されたメタデータのうちの少なくとも１つに関する少
なくとも１つの識別子の送信を開始する、［６２］に記載のコンピューティング・プラッ
トホーム。
　［６４］前記処理ユニットは、さらに、
　　暗号化鍵を用いて前記符号化されたメタデータを暗号化し、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して前記移動局に対して前記暗号化鍵に
相当する解読鍵の送信を開始する、
　［６２］に記載のコンピューティング・プラットホーム。
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　［６５］前記処理ユニットは、さらに、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して群衆ソーシング・デバイスから前記
少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタデータを取得し、
　　少なくとも一部では、さらに、前記追加メタデータの少なくとも一部に基づいて前記
符号化されたメタデータを確立する、
　［６２］に記載のコンピューティング・プラットホーム。
　［６６］前記処理ユニットは、さらに、前記移動局から受信されている前記貯蔵デバイ
ス識別子に関する前記要求よりも前に、前記符号化されたメタデータを確立する、［６２
］に記載のコンピューティング・プラットホーム。
　［６７］前記処理ユニットは、さらに、少なくとも一部では、前記移動局からの前記貯
蔵デバイス識別子に関する前記要求、もしくは、前記ネットワーク・インターフェースを
経由して前記貯蔵デバイスからの要求、のうちの少なくとも１つを受信することに応答し
て、前記符号化されたメタデータを確立する、［６２］に記載のコンピューティング・プ
ラットホーム。
　［６８］前記符号化されたメタデータの少なくとも一部をさらに確立するための前記処
理ユニットは、ポジショニング機能、ナビゲーション機能、もしくは、位置ベースのサー
ビス機能、のうちの少なくとも１つで、前記移動局によって使用するためである、［６２
］に記載のコンピューティング・プラットホーム。
　［６９］少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関して、電子マップもしくはア
クセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つを取得し、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に関し
て符号化されたメタデータを確立し、
　　貯蔵デバイスに対して前記符号化されたメタデータの送信を開始し、
　　移動局から貯蔵デバイス識別子に関する要求を取得することであって、前記貯蔵デバ
イス識別子に関する前記要求は、前記移動局の少なくとも第１推定位置を示す、取得し、
　　前記第１推定位置は前記少なくとも１つの屋内領域の前記少なくとも前記一部に相当
するという決定に応答して、前記移動局に対して前記貯蔵デバイスに関する貯蔵デバイス
識別子の送信を開始する、
　ように、ディレクトリ・デバイス内で処理ユニットによって実行可能であるコンピュー
タ・インプリメント可能命令がそこに格納されている非一時的なコンピュータ可読媒体、
　を備えるアーティクル。
　［７０］前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　前記第１推定位置が前記少なくとも１つの屋内領域の前記少なくとも前記一部に相当
するという決定に応答して、前記電子マップ、前記アクセス・ポイント・ロケータ、もし
くは前記符号化されたメタデータのうちの少なくとも１つに関する少なくとも１つの識別
子の送信を、前記移動局に対して、開始する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、［６９］に記載のアーティク
ル。
　［７１］前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　暗号化鍵を使用して前記符号化されたメタデータを暗号化し、
　　前記移動局に対して前記暗号化鍵に相当する解読鍵の送信を開始する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、［６９］に記載のアーティク
ル。
　［７２］前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタデー
タを取得し、
　　少なくとも一部では、前記追加メタデータの少なくとも一部にさらに基づいて、前記
符号化されたメタデータを確立する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、［６９］に記載のアーティク
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ル。
　［７３］前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　前記移動局から前記貯蔵デバイス識別子に関する前記要求を取得するよりも前に、前
記符号化されたメタデータを確立する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、［６９］に記載のアーティク
ル。
　［７４］前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、前記移動局からの前記貯蔵デ
バイス識別子に関する前記要求か、あるいは、前記貯蔵デバイスから受信された要求、の
うちの少なくとも１つに応じて、前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を確立す
る、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、［６９］に記載のアーティク
ル。
　［７５］貯蔵デバイスにおいて、
　　電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに相当する少な
くとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタデータを取得すること
と、
　　移動局から、少なくとも１つの屋内領域に関するポジション・アシスタンス・データ
に関する要求を受信することと、
　　前記移動局に対して、前記ポジション・アシスタンス・データの少なくとも一部を送
信することであって、前記ポジション・アシスタンス・データは、少なくとも一部では、
前記符号化されたメタデータ、および、前記符号化されたメタデータに相当する前記電子
マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つの少なくとも一部を
備える、送信することと、
　を備える方法。
　［７６］前記符号化されたメタデータを取得することは、前記貯蔵デバイスにおいて、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
うちの少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部
に関して前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を確立すること、
　をさらに備える、［７５］に記載の方法。
　［７７］前記貯蔵デバイスにおいて、
　　群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタデー
タを取得すること、
　をさらに備え、ここで前記符号化されたメタデータの前記少なくとも前記一部を確立す
ることは、少なくとも一部では、前記追加メタデータの少なくとも一部に基づいて前記符
号化されたメタデータの前記少なくとも前記一部を確立することをさらに備える、
　［７６］に記載の方法。
　［７８］前記符号化されたメタデータを取得することは、前記貯蔵デバイスにおいて、
　　ディレクトリ・デバイスから前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を受信す
ること、
　をさらに備える、［７５］請求項７５に記載の方法。
　［７９］前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、前記ディレクトリ・デバイ
スによって暗号化されている、［７５］に記載の方法。
　［８０］前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、ポジション・アシスタンス
・データに関する前記要求を受信するよりも前に、少なくとも一部では、確立される、［
７５］に記載の方法。
　［８１］前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、ポジション・アシスタンス
・データに関する前記要求に応じて、少なくとも一部では、確立される、［７５］に記載
の方法。
　［８２］前記貯蔵デバイスにおいて、
　　少なくとも一部では、前記少なくとも１つの屋内領域に関する少なくとも１つの現場
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図に基づいて、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータのうちの少な
くとも１つを確立すること、
　をさらに備える、［７５］に記載の方法。
　［８３］前記符号化されたメタデータの少なくとも一部は、ポジショニング機能、ナビ
ゲーション機能、もしくは位置ベースのサービス機能、のうちの少なくとも１つで、前記
移動局内で使用するためである、［７５］に記載の方法。
　［８４］貯蔵デバイス内で使用するための装置であって、
　　電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに相当する少な
くとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタデータを取得するため
の手段と、
　　移動局から、少なくとも１つの屋内領域に関するポジション・アシスタンス・データ
に関する要求を受信するための手段と、
　　前記移動局に対して、前記ポジション・アシスタンス・データの少なくとも一部を送
信するための手段であって、前記ポジション・アシスタンス・データは、少なくとも一部
では、前記符号化されたメタデータ、および、前記符号化されたメタデータに相当する前
記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つの少なくとも
一部を備える、送信するための手段と、
　を備える装置。
　［８５］前記符号化されたメタデータを取得するための前記手段は、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
うちの少なくとも１つに基づいて前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に
関する前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を確立するための手段、
　をさらに備える、［８４］に記載の装置。
　［８６］群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メ
タデータを取得するための手段、
　をさらに備え、ここで前記符号化されたメタデータの前記少なくとも前記一部を確立す
るための前記手段は、少なくとも一部では、前記追加メタデータの少なくとも一部に基づ
いて前記符号化されたメタデータの前記少なくとも前記一部を確立するための手段、をさ
らに備える、
　［８５］に記載の装置。
　［８７］前記符号化されたメタデータの少なくとも前記部分を確立するための前記手段
は、少なくとも一部では、ポジション・アシスタンス・データに関する前記要求に応じて
、前記符号化されたメタデータの少なくとも前記一部を確立する、［８５］に記載の装置
。
　［８８］少なくとも一部では、前記少なくとも１つの屋内領域に関する少なくとも１つ
の現場図に基づいて、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータ、のう
ちの少なくとも１つを確立するための手段、
　をさらに備える、［８４］に記載の装置。
　［８９］貯蔵デバイスにおいて、
　ネットワーク・インターフェースと、
　　電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに相当する少な
くとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタデータを取得し、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して、移動局から、少なくとも１つの屋
内領域に関するポジション・アシスタンス・データに関する要求を取得し、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して、前記移動局に対して、前記ポジシ
ョン・アシスタンス・データの少なくとも一部の送信を開始することであって、前記ポジ
ション・アシスタンス・データは、少なくとも一部では、前記符号化されたメタデータ、
および、前記符号化されたメタデータに相当する前記電子マップもしくは前記アクセス・
ポイント・ロケータの少なくとも１つの少なくとも一部を備え、開始する、
　ための処理ユニットと、
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　を備えるコンピューティング・プラットホーム。
　［９０］前記処理ユニットは、さらに、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
うちの少なくとも１つに基づいて、前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部
に関する前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を確立する、
　［８９］に記載のコンピューティング・プラットホーム。
　［９１］前記処理ユニットは、さらに、
　　前記ネットワーク・インターフェースを経由して群衆ソーシング・デバイスから前記
少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタデータを取得し、
　　さらに、少なくとも一部では、前記追加メタデータの少なくとも一部に基づいて前記
符号化されたメタデータの前記少なくとも前記一部を確立する、
　［９０］に記載のコンピューティング・プラットホーム。
　［９２］前記処理ユニットは、さらに、
　　少なくとも一部では、ポジション・アシスタンス・データに関する前記要求に応じて
、前記符号化されたメタデータの少なくとも前記一部を確立する、
　［９０］に記載のコンピューティング・プラットホーム。
　［９３］前記処理ユニットは、さらに、
　　少なくとも一部では、前記少なくとも１つの屋内領域に関する少なくとも１つの現場
図に基づいて、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータ、のうちの少
なくとも１つを確立する、
　［９０］に記載のコンピューティング・プラットホーム。
　［９４］電子マップもしくはアクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つに相当す
る少なくとも１つの屋内領域の少なくとも一部に関する符号化されたメタデータを取得し
、
　　移動局から、少なくとも１つの屋内領域に関するポジション・アシスタンス・データ
に関する要求を取得し、
　　前記移動局に対して、前記ポジション・アシスタンス・データの少なくとも一部の送
信を開始することであって、前記ポジション・アシスタンス・データは、少なくとも一部
では、前記符号化されたメタデータ、および、前記符号化されたメタデータに相当する前
記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの少なくとも１つの少なくとも
一部を備え、開始する、
　ように、貯蔵デバイス内で処理ユニットによって実行可能である、コンピュータ・イン
プリメント可能命令をそこに格納している、非一時的なコンピュータ可読媒体、
　を備えるアーティクル。
　［９５］前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　少なくとも一部では、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータの
うちの少なくとも１つに基づいて前記少なくとも１つの屋内領域の少なくとも前記一部に
関する前記符号化されたメタデータの少なくとも一部を確立する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、［９４］に記載のアーティク
ル。
　［９６］前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　群衆ソーシング・デバイスから前記少なくとも１つの屋内領域に関する追加メタデー
タを取得し、
　　少なくとも一部では、さらに前記追加メタデータの少なくとも一部に基づいて前記符
号化されたメタデータの前記少なくとも前記一部を確立する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、［９５］に記載のアーティク
ル。
　［９７］前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　少なくとも一部では、ポジション・アシスタンス・データに関する前記要求に応じて
、前記符号化されたメタデータの少なくとも前記一部を確立する、
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　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、［９５］に記載のアーティク
ル。
　［９８］前記コンピュータ・インプリメント可能命令は、
　　少なくとも一部では、前記少なくとも１つの屋内領域に関する少なくとも１つの現場
図に基づいて、前記電子マップもしくは前記アクセス・ポイント・ロケータのうちの少な
くとも１つを確立する、
　ように前記処理ユニットによってさらに実行可能である、［９５］に記載のアーティク
ル。

【図１】 【図２】
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