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(57)【要約】
　報告を管理する方法および装置が開示されている。い
くつかの態様において、処理システムを含む報告を管理
する装置が開示されている。処理システムは、複数の他
の装置から複数の報告を受信し、複数の報告の1つまた
は複数をフィルタリングし、残りの複数の報告を別の装
置に転送し、複数の報告がそれぞれ、複数の他の装置の
それぞれ1つにおけるセンサ測定に基づいたデータを含
むように構成されている。



(2) JP 2012-530467 A 2012.11.29

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　報告を管理する装置であって、
　複数の他の装置から複数の報告を受信し、
　前記複数の報告の1つまたは複数をフィルタリングし、
　前記残りの複数の報告を別の装置に転送し、前記複数の報告はそれぞれ、前記複数の他
の装置のそれぞれ1つにおけるセンサ測定に基づいたデータを含む
ように構成されている処理システムを備えた、装置。
【請求項２】
　前記処理システムが、前記別の装置から指示を受信し、前記指示はフィルタリングすべ
き前記複数の報告の一部を示し、前記指示に基づき前記複数の報告の前記1つまたは複数
をフィルタリングするように構成されている請求項1に記載の装置。
【請求項３】
　前記処理システムが、通信ネットワークの負荷を測定し、前記負荷の前記測定を前記別
の装置に報告するように構成されている、請求項1に記載の装置。
【請求項４】
　前記処理システムが、フィルタリングされている前記報告の一部を前記別の装置に報告
するように構成されている、請求項3に記載の装置。
【請求項５】
　前記複数の報告のそれぞれが、前記複数の他の装置の前記それぞれ1つでの汚染物質の
検出を示す、請求項1に記載の装置。
【請求項６】
　報告を管理する装置で実行される方法であって、
　複数の他の装置から複数の報告を受信するステップと、
　前記複数の報告の1つまたは複数をフィルタリングするステップと、
　前記残りの複数の報告を別の装置に転送し、前記複数の報告はそれぞれ、前記複数の他
の装置のそれぞれ1つにおけるセンサ測定に基づいたデータを含むステップとを含む、方
法。
【請求項７】
　前記別の装置から指示を受信し、前記指示はフィルタリングすべき前記複数の報告の一
部を示すステップと、
　前記指示に基づき前記複数の報告の前記1つまたは複数をフィルタリングするステップ
とをさらに含んでいる、請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　通信ネットワークの負荷を測定するステップと、
　前記負荷の前記測定を前記別の装置に報告するステップとを含んでいる、請求項6に記
載の方法。
【請求項９】
　フィルタリングされている前記報告の一部を前記別の装置に報告するステップをさらに
含んでいる、請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数の報告のそれぞれが、前記複数の他の装置の前記それぞれ1つでの汚染物質の
検出を示す、請求項6に記載の方法。
【請求項１１】
　報告を管理する装置であって、
　複数の他の装置から複数の報告を受信する手段と、
　前記複数の報告の1つまたは複数をフィルタリングする手段と、
　前記残りの複数の報告を別の装置に転送し、前記複数の報告はそれぞれ、前記複数の他
の装置のそれぞれ1つにおけるセンサ測定に基づいたデータを含む手段とを備えた装置。
【請求項１２】
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　前記別の装置から指示を受信し、前記指示はフィルタリングすべき前記複数の報告の一
部を示す、手段と、
　前記指示に基づき前記複数の報告の前記1つまたは複数をフィルタリングする手段とを
さらに備えた、請求項11に記載の装置。
【請求項１３】
　通信ネットワークの負荷を測定する手段と、
　前記負荷の前記測定を前記別の装置に報告する手段とを備えた、請求項11に記載の装置
。
【請求項１４】
　フィルタリングされている前記報告の一部を前記別の装置に報告する手段をさらに備え
た、請求項13に記載の装置。
【請求項１５】
　前記複数の報告のそれぞれが、前記複数の他の装置の前記それぞれ1つでの汚染物質の
検出を示す、請求項11に記載の装置。
【請求項１６】
　コンピュータ装置により実行可能な命令を記憶するための機械読取可能な記憶媒体であ
って、前記命令が、装置による実行の際に、前記装置に、
　複数の他の装置から複数の報告を受信させ、
　前記複数の報告の1つまたは複数をフィルタリングさせ、
　前記残りの複数の報告を別の装置に転送させ、前記複数の報告はそれぞれ、前記複数の
他の装置のそれぞれ1つにおけるセンサ測定に基づいたデータを含む、
機械読取可能な記憶媒体。
【請求項１７】
　処理システムであって、
　　複数の他の装置から複数の報告を受信し、
　　前記複数の報告の1つまたは複数をフィルタリングし、
　　前記残りの複数の報告を別の装置に転送し、前記複数の報告がそれぞれ、前記複数の
他の装置のそれぞれ1つにおけるセンサ測定に基づいたデータを含む
ように構成された処理システムと、
　アンテナと、
　前記アンテナを介して前記複数の報告を受信するように構成された伝送装置とを備えた
、アクセスポイント装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
米国特許法第119条に基づく優先権主張
　本特許出願は、2009年6月15日出願の「センサネットワーク管理」という名称であり、
本特許出願の譲受人に譲渡され、本明細書に参照として援用する仮出願第61/187,088号の
優先権を主張するものである。
【０００２】
　以下の説明は概して、通信システムに関し、より詳細には、通信システム内のセンサの
管理に関する。
【背景技術】
【０００３】
　米国および他国において現在、広域に渡って、化学、生物および/または核兵器のテロ
リストを用いた攻撃、または危険な毒素の不意の放出を検出し、評価し、これに反応する
ことが可能な幅広く展開された連続動作システムがない。
【０００４】
　本開示の一態様では、大きな面積全体を通して分散されるセンサのネットワークを使用
して、化学物質、生物物質および/または放射線を検出し、評価し、これに反応すること
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が可能なシステムの必要がある。別の態様では、効率を改善するためにセンサネットワー
クの負荷を制御するようにセンサネットワークを管理する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本開示の一態様によると、処理システムを含む報告を管理する装置が開示されている。
処理システムは、複数の他の装置から複数の報告を受信し、複数の報告の1つまたは複数
をフィルタリングし、残りの複数の報告を別の装置に転送し、複数の報告がそれぞれ、複
数の他の装置のそれぞれ1つにおけるセンサ測定に基づいたデータを含むように構成され
ている。
【０００６】
　本開示の別の態様によると、報告を管理する装置において実行される方法が開示されて
いる。この方法は、複数の他の装置から複数の報告を受信するステップと、複数の報告の
1つまたは複数をフィルタリングするステップと、残りの複数の報告を別の装置に転送す
るステップとを含み、複数の報告がそれぞれ、複数の他の装置のそれぞれ1つでのセンサ
測定に基づいたデータを含む。
【０００７】
　本開示のさらに別の態様によると、報告を管理する装置が開示されている。装置は、複
数の他の装置から複数の報告を受信する手段と、複数の報告の1つまたは複数をフィルタ
リングする手段と、残りの複数の報告を別の装置に転送する手段とを備え、複数の報告が
それぞれ、複数の他の装置のそれぞれ1つでのセンサ測定に基づいたデータを含む。
【０００８】
　本開示のさらに別の態様によると、指示を記憶するための機械読取可能な媒体が開示さ
れている。指示は装置による実行の際、装置に、複数の他の装置から複数の報告を受信す
るステップと、複数の報告の1つまたは複数をフィルタリングするステップと、残りの複
数の報告を別の装置に転送するステップとを実行させ、複数の報告がそれぞれ、複数の他
の装置のそれぞれ1つでのセンサ測定に基づいたデータを含む。
【０００９】
　本開示のさらに別の態様によると、アクセスポイントが開示されている。アクセスポイ
ントは、複数の他の装置から複数の報告を受信し、複数の報告の1つまたは複数をフィル
タリングし、残りの複数の報告を別の装置に転送し、複数の報告がそれぞれ、複数の他の
装置のそれぞれ1つでのセンサ測定に基づいたデータを含むように構成された処理システ
ムを備える。アクセスポイントは、アンテナと、アンテナを介して複数の報告を受信する
ように構成された伝送装置とをさらに備える。
【００１０】
　特定の態様が本明細書に記載されているが、これらの態様の多くの変更および置換は本
開示の範囲内に含まれる。好ましい態様のいくつかの利益および利点が記載されているが
、本開示の範囲は特定の利益、使用、または目的に限ることを意図したものではない。む
しろ、本開示の態様は、異なる無線技術、システム構成、ネットワーク、および伝送プロ
トコルに幅広く適用可能であることを意図したものであり、これらのいくつかは例として
、図面および以下の詳細な説明で例示されている。詳細な説明および図面は、限定的なも
のであるというよりはむしろ、開示を単に例示的に示しているものであり、本開示の範囲
は添付の特許請求の範囲およびその同等物によって規定されるものである。
【００１１】
　本開示のこれらおよび他のサンプル態様が、以下の詳細な説明および添付の図面に記載
されている。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】例示的な通信システムを示す概念ブロック図である。
【図２】処理システム用の例示的なハードウェアを示すブロック図である。
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【図３】通信デバイス用の例示的なハードウェアを示すブロック図である。
【図４】複数のサービスエリアを含む通信システムを示す図である。
【図５】図4の通信システム内のサービスエリアに重なり合う例示的な地理的エリアを示
す図である。
【図６】基地局または伝送装置からの範囲によって規定される例示的な地理的エリアを示
す図である。
【図７】例示的なネットワーク処理システムを含む、図1の例示的な通信システムの概念
ブロック図である。
【図８Ａ】地理的エリア内の報告された検出の位置を示す、空間的マップの例を示す図で
ある。
【図８Ｂ】地理的エリア内の報告された検出の位置を示す、空間的マップの例を示す図で
ある。
【図８Ｃ】地理的エリア内の報告された検出の位置を示す、空間的マップの例を示す図で
ある。
【図９】期間にわたる履歴センサデータのプロットを示す図である。
【図１０】通信用プロセスのフローチャートである。
【図１１】通信用装置の機能の例を示すブロック図である。
【図１２】他の装置を管理するためのプロセスのフローチャートである。
【図１３】他の装置を管理する装置の機能の例を示すブロック図である。
【図１４】報告を管理するためのプロセスのフローチャートである。
【図１５】報告を管理する装置の機能の例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　一般的慣習にしたがって、図面のいくつかを明確にするために単純化している可能性が
ある。したがって、図面は所与の装置(例えば、デバイス)または方法の構成要素の全てを
示していないことがある。最後に、同様の参照番号を使用して、明細書および図面全体を
通して同様の機構を示すことがある。
【００１４】
　添付の図面を参照して、本開示の様々な態様を以下により詳細に説明する。しかし、こ
れらは、多くの異なる形態で実現することができ、本開示全体をとして提示した任意の特
定の構造または機能に限定されていると解釈すべきではない。むしろ、本開示が詳細かつ
完全であり、当業者に開示の範囲を十分に伝えるようにこれらの態様が与えられている。
本明細書の教示に基づいて、当業者は、開示の範囲は、開示のあらゆる他の態様と独立し
て、またはこれと組み合わせて実施されているかどうかに関わらず、本明細書に含まれる
装置または方法のあらゆる態様を含むことを意図していることが分かるであろう。例えば
、本明細書に記載するあらゆる数の態様を使用して、装置を実施する、または方法を実施
することができる。加えて、本開示の範囲は、本明細書に記載した開示の様々な態様に加
えて、またはこれ以外の他の構造、機能、または構造と機能を使用して実施される、この
ような装置または方法を含むことを意図している。本明細書に開示されたもののいずれか
の態様を、特許請求の範囲の1つまたは複数の要素によって具体化することができること
を理解されたい。
【００１５】
　「例示的」という用語は、本明細書では、「例または例示として働く」ことを意味する
ために使用されている。「例示的」として本明細書に記載されたあらゆる態様または設計
は必ずしも、他の態様または設計より好ましいまたはこれを凌ぐものであるとして解釈さ
れるべきではない。
【００１６】
　次に、主題の技術の態様に詳細に言及する。その例が、添付の図面に示されており、同
様の参照番号は全体を通して同様の要素を指す。
【００１７】
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　図1は、本開示の特定の態様による例示的な通信システム100の図である。一態様では、
通信システム100は、複数の通信デバイス106を備えることができる。通信デバイス106は
また、ユーザ端末、アクセス端末、移動局、加入者局、端末、ノード、ユーザ装置(UE)、
無線デバイス、移動機器(ME)またはいくつかの他の用語と呼ぶこともできる。通信デバイ
ス106は固定であっても移動であってもよい。通信デバイスの例としては、セルラ電話、
携帯情報端末(PDA)、ノートパソコン、デスクトップコンピュータ、デジタル音声プレー
ヤ(例えば、MP3プレーヤ)、カメラ、ゲームコンソール、データ送受信機、またはあらゆ
る他の適切な通信デバイスが挙げられる。通信デバイス106は、無線リンク上の通信のた
めの1つまたは複数のアンテナを備えることができる。
【００１８】
　通信システム100はまた、複数の基地局110、およびセルラネットワーク115を備えるこ
とができる。各基地局110は、1つまたは複数の通信デバイス106で無線通信を行うために
、送受信機および1つまたは複数のアンテナを備えている。基地局110はまた、アクセスポ
イントと呼ぶこともできる。一態様では、各基地局110は、基地局110によってサービスが
提供されているセルまたはセクタ内の通信デバイス106と通信する。各セルは、対応する
基地局110によって含まれる地理的エリアに対応することができる。基地局110によって含
まれる地理的エリアは、基地局110のサービスエリアと呼ぶこともできる。
【００１９】
　異なる技術を使用して、(1)異なる直交符号系列を使用して、異なるユーザにデータを
伝送する符号分割多元接続(CDMA)システム、(2)異なる周波数サブバンド上の異なるユー
ザにデータを伝送する周波数分割多元接続(FDMA)システム、(3)異なるタイムスロットで
異なるユーザにデータを伝送する時間分割多元接続(TDMA)、(4)異なる空間チャネル上で
異なるユーザにデータを伝送する空間分割多元接続(SDMA)システム、(5)異なる周波数サ
ブバンド上で異なるユーザにデータを伝送する直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム
などの、異なる技術を通信デバイス106と基地局110の間で通信を行うために使用すること
ができる。OFDMシステムは、IEEE802.11またはいくつかの他のエアインターフェイス標準
を実施することができる。DCMAシステムは、IS-2000、IS-95、IS-856、広帯域CDMA、また
は他のエアインターフェイス標準を実施することができる。TDMAシステムは、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ズ(GSM（登録商標）)、またはいくつかの他
の適切なエアインターフェイス標準を実施することができる。当業者にはすぐに分かるよ
うに、本開示の様々な態様は、あらゆる特定の無線技術および/またはエアインターフェ
イス標準に限るものではない。
【００２０】
　セルラネットワーク115は、1つまたは複数の基地局110を通して、通信デバイス106と他
のネットワーク(例えば、インターネット、公衆交換電話網(PSTN)または他のネットワー
ク)の間で通信を行うことができる。例えば、セルラネットワーク115は、別のネットワー
クから受信され、通信デバイス106を意図したデータを通信デバイス106にサービスを提供
する基地局110にルーティングすることができる。別の例では、セルラネットワーク115は
、基地局110によって受信されるデータを通信デバイス116から別のネットワークにルーテ
ィングすることができる。セルラネットワーク115はまた、1つまたは複数の基地局110を
通して通信デバイス106の間でデータをルーティングすることができる。セルラネットワ
ーク115はまた、(例えば、通信デバイスのユーザが1つのセルから別のセルまで移動する
場合に)2つ以上の基地局110の間の通信デバイス116のハンドオフを調整すること、通信デ
バイス106および基地局110の伝送電力を管理すること、異なるプロトコル間でデータを変
換すること、および/または他の機能などの様々な機能を行うことができる。
【００２１】
　システム100はさらに、通信ネットワーク120およびデータ融合センタ125を備えること
ができる。一態様では、通信ネットワーク120は、セルラネットワーク115とデータ融合セ
ンタ125の間で通信を行う。別の態様では、データ融合センタ125は、セルラネットワーク
115と直接通信することができる。通信ネットワーク120としては、あらゆるネットワーク



(7) JP 2012-530467 A 2012.11.29

10

20

30

40

50

、例えばLANネットワーク、WANネットワーク、インターネット、イントラネット、公衆交
換電話網(PSTN)、総合デジタル通信網(ISDN)、他のネットワークまたはその組合せを挙げ
ることができる。通信ネットワーク120内のデータは、これに限らないが、IPアドレス、
ドメイン名、電話番号または他のアドレスなどのアドレスをデータ融合センタ125に対し
て使用して、データ融合センタ125にルーティングさせることができる。
【００２２】
　システム100はまた、放送ネットワーク130および複数の伝送装置135を備えている。一
態様では、放送ネットワーク130は、1つまたは複数の伝送装置135を介して幅広い地理的
エリア上で多数の通信デバイス106にデータを放送することが可能である。放送データと
しては、音声および映像ストリーム、メッセージ、または他のデータを挙げることができ
る。一態様では、伝送装置135は、各伝送装置135が特定の地理的エリア内に通信デバイス
106を含んでいるように、地理的に分配させることができる。これにより、放送ネットワ
ーク130が、対応する伝送装置110からのデータを放送することによって、特定の地理的エ
リア内で通信デバイス110に放送データをターゲット化することが可能になる。放送ネッ
トワーク130は、MediaFLo、ワンセグ、移動体用デジタルビデオ方法(DVB-H)または他の技
術を含む、データ放送をサポートするいくつかの技術のいずれか1つを使用して実施する
ことができる。一態様では、放送ネットワーク130は、通信ネットワーク120を介して、ま
たは直接、データ融合センタ125と通信している。
【００２３】
　セルラネットワーク115はまた、データを多数の通信デバイス106に放送するために使用
することができる。例えば、セルラネットワーク115は、多数の通信デバイス106によって
共有される共通のチャネルを使用して、基地局110からのデータを放送することができる
。
【００２４】
　システム100はさらに、無線アクセスノード140、インターネットサービスプロバイダ(I
SP)150、およびインターネット155を含むことができる。一態様では、無線アクセスノー
ド140は、通信デバイス106と通信して、通信デバイス106に無線インターネットアクセス
を与える。無線アクセスノード140は、Wi-Fi、IEEE802.11、ブロードバンド無線技術、Bl
uetooth（登録商標）、Zigbee（登録商標）、近距離無線通信(NFC)または他の技術を含む
いくつかの無線技術のいずれか1つを使用して、通信デバイス106と通信することができる
。一態様では、無線アクセスノード140は、インターネットサービスプロバイダ(ISP)150
を通してインターネット155にデータを送信し、インターネットからデータを受信する。
無線アクセスノード140は、DSL線、ケーブル、光ファイバ、または他のリンクを介してIS
P150に結合させることができる。図1に別に示すが、インターネット155は、通信ネットワ
ーク120の一部として含めることができる。データ融合センタ125は、通信ネットワーク12
0を介して、または直接、インターネット155と通信することができる。
【００２５】
　図2は、本開示の特定の態様による、処理システム200に対するハードウェア構成の例を
示す概念図である。処理システム200を、通信デバイス106内、データ融合センタ125内、
およびネットワーク(例えば、セルラネットワーク115)のいずれか1つで使用して、本開示
に記載された機能を行うことができる。
【００２６】
　この例では、処理システム200は、バス202によって全体的に示されたバスアーキテクチ
ャを備えることができる。バス202は、処理システム200の特定応用例、および設計制約全
体によって、任意の数のバスおよびブリッジを含むことができる。バス202は、プロセッ
サ204、機械読取可能な媒体206、およびバスインターフェイス208を含む様々な回路を互
いにリンクさせる。バスインターフェイス208を使用して、特にネットワークアダプタ210
を処理システム200にバス202を介して接続させることができる。通信デバイス106の例で
は、ネットワークアダプタ210は、送信装置および受信機を使用して無線通信をサポート
して、CDMA、TDMA、OFDMおよび/または他の無線技術を含む、上に論じた無線技術のいず
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れか1つまたは組合せを実施することができる。データ融合センタ125の例では、ネットワ
ークアダプタ210は、任意のネットワーク通信プロトコルを使用して、通信ネットワーク1
20を介して、データを送受信するためのネットワーク通信をサポートすることができる。
データ融合センタ125用のネットワークアダプタ210は、伝送装置とアンテナとを備え、こ
れにより、データ融合センタ125は、データを無線リンクを介して、例えば、通信ネット
ワーク120または他のネットワークに送受信することができる。
【００２７】
　ユーザインターフェイス212(例えば、キーパッド、ディスプレイ、マウス、ジョイステ
ィックなど)を、バス202に接続させることもできる。バス202はまた、当技術分野でよく
知られており、さらに詳細には説明しない、タイミングソース、周辺機器、電圧調節器、
電力管理回路など様々な他の回路をリンクさせることができる。
【００２８】
　プロセッサ204は、バスの管理、および機械読取可能な媒体206上に記憶されたソフトウ
ェアの実行を含む汎用処理に関与している。プロセッサ204は、1つまたは複数の汎用およ
び/または専用プロセッサで実施することができる。例としては、マイクロプロセッサ、
マイクロコントローラ、DSPプロセッサ、およびソフトウェアを実行することができる他
の回路が挙げられる。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、
マイクロコード、ハードウェア記述言語、または他のものと呼ばれているかどうかに関わ
らず、指示、データ、またはそのあらゆる組合せを意味すると広義に解釈されたい。機械
読取可能な媒体としては、例として、RAM(ランダムアクセスメモリ)、フラッシュメモリ
、ROM(読取専用メモリ)、PROM(プログラマブル読取専用メモリ)、EPROM(消去可能読取専
用メモリ)、EEPROM(電気的消去可能読取専用メモリ)、レジスタ、磁気ディスク、光ディ
スク、ハードドライブ、またはあらゆる他の適切な記憶媒体、またはそのあらゆる組合せ
を挙げることができる。機械読取可能な媒体は、コンピュータプログラム製品内に埋め込
むことができる。コンピュータプログラム製品は、パッケージング材料を含むことができ
る。
【００２９】
　図2に示すハードウェア実施では、機械読取可能な媒体206は、プロセッサ204とは別の
処理システム200の一部として示されている。しかし、当業者にはすぐに分かるように、
機械読取可能な媒体206、またはそのあらゆる部分が、処理システム200の外部にあっても
よい。例として、機械読取可能な媒体206は、伝送回線、データによって変調される搬送
波、および/または通信デバイス106またはデータ融合センタ125とは別のコンピュータ製
品を含むことができ、全てバスインターフェイス208を通してプロセッサ204によってアク
セスすることができる。別の方法では、または加えて、キャッシュ、および/または汎用
レジスタファイルなどと同様に、機械読取可能な媒体206、またはそのあらゆる部分をプ
ロセッサ204内に一体化させることができる。
【００３０】
　処理システム200は、プロセッサ機能を与える1つまたは複数のマイクロプロセッサ、お
よび機械読取可能な媒体206の少なくとも一部を与える外部メモリを備えた汎用処理シス
テムとして構成することができ、全て外部バスアーキテクチャを通して他のサポート回路
で互いに結合されている。別の方法では、処理システム200は、プロセッサ204、バスイン
ターフェイス208、サポート回路(図示せず)、および単一のチップ内に一体化された機械
読取可能な媒体の少なくとも一部を備えたASIC(特定用途向け集積回路)で、または1つま
たは複数のFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)、PLD(プログラマブル論理デバ
イス)、コントローラ、状態機械、ゲート型ロジック、離散ハードウェア構成要素、また
はあらゆる他の適切な回路、または本開示全体を通して記載された様々な機能を行うこと
ができる回路のあらゆる組合せで実施することができる。データ融合センタ125の例では
、プロセッサ204は、互いに、例えばネットワーク上で通信する複数のプロセッサのうち
プロセスが分割される、分散計算アーキテクチャ内の異なる位置で複数のプロセッサを使
用して実施することができる。当業者は、特定の応用例、およびシステム全体に課された
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設計制約全体によって、処理システム200に対する記載された機能を実施することが最適
であるかが分かるであろう。
【００３１】
　機械読取可能な媒体206は、そこに記憶された多くのソフトウェアモジュールを備える
ことができる。ソフトウェアモジュールは、プロセッサ204によって実行される場合に、
処理システム200に様々な機能を行わせる指示を含んでいる。各ソフトウェアモジュール
は、単一の記憶デバイス内にある、または多数の記憶デバイスにわたって分配させること
ができる。例として、ソフトウェアモジュールは、トリガイベントが起こる場合に、ハー
ドドライブからRAM内にロードすることができる。ソフトウェアモジュールの実行中、プ
ロセッサ204は、指示のいくつかをキャッシュ内にロードして、アクセス速度を増加させ
ることができる。1つまたは複数のキャッシュラインはその後、プロセッサ204による実行
のために、汎用レジスタファイル内にロードすることができる。以下でソフトウェアモジ
ュールの機能を指し示している場合、このような機能は、そのソフトウェアモジュールか
らの指示を実行するときにプロセッサ204によって実施されることが分かるであろう。
【００３２】
　図3は、本開示の特定の態様による、通信デバイス106の例を示す概念図である。通信デ
バイス106は、図2に示す例示的な処理システム200を備えている。通信デバイス106はまた
、位置決めデバイス315、1つまたは複数のセンサ320、およびセンサインターフェイス325
を備えることができる。
【００３３】
　位置決めデバイス315は、通信デバイス106の地理的位置を判断するように構成すること
ができる。プロセッサ204は、バス202を介して位置決めデバイス315から通信デバイス106
の位置(例えば、座標)を得ることができる。位置決めデバイス240は、米国グローバルポ
ジショニングシステム(GPS)、ロシアグロナス(Glonass)システム、ヨーロッパガリレオシ
ステム、衛星システムの組合せから衛星を使用するあらゆるシステム、または将来開発さ
れるあらゆる衛星システムなどの、多くの衛星ポジショニングシステム(SPS)のいずれか1
つで実施することができる。
【００３４】
　1つまたは複数のセンサ320は、化学物質、生物、放射線、湿度および/または温度セン
サを備えることができる。センサ320は、様々なセンサ技術を使用して実施することがで
きる。例えば、化学センサは、材料の性状の変化を作り出す、特定の化学物質を吸収する
材料を含むことができる。例として、材料をセンサ内に組み込むことができ、材料による
所望の化学物質の吸収により、センサの電気性状(例えば、静電容量、抵抗、共振周波数
など)の検出可能な変化を引き起こす可能性がある。センサ320は、複数の異なる化学物質
、生物物質、および/またはタイプの放射線を検出するための、異なる化学物質、生物物
質、および/またはタイプの放射線に敏感である異なる材料(例えば、ポリマー、セラミッ
ク、金属またはその組合せ)を含む複数のセンサを備えることができる。化学物質、生物
物質および放射線はまた、2つ以上のセンサの組合せを使用して検出することができる。
【００３５】
　化学物質センサは、神経ガス(例えば、サリンガス)、催涙ガス、毒素、工業用化学物質
および他の危険な化学物質などの有害化学物質を検出するように構成することができる。
生物センサは、炭疽菌、病気および他の危険な生物物質などの有害な生物物質を検出する
ように構成することができる。放射線センサは、X線、γ線、α線、β線および他の有害
光線(例えば、放射性材料によって放出される)などの有害な放射線を検出するように構成
することができる。本開示では、有害な化学物質、生物物質および放射線を汚染物質と呼
ぶことがある。
【００３６】
　センサ320は、離散センサおよび/または基板上に一体化された多数のセンサを備えるこ
とができる。通信デバイス106は、センサ320の近くに置かれた1つまたは複数の開口(図示
せず)を有することができる。開口を使用して、化学物質、生物物質および/または外部環
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境からの他の大気中汚染物質が、1つまたは複数の内部センサ320と反応することを可能に
することができる。別の態様ではセンサ320の1つまたは複数を、通信デバイス106の外部
表面上に配置することができる。
【００３７】
　センサインターフェイス325は、センサ320をプロセッサ204にインターフェイス接続す
る。例えば、センサインターフェイス325は、プロセッサ204による分析のために、センサ
320からのアナログセンサ信号をデジタルセンサデータに変換することができる。センサ
インターフェイス320はまた、フィルタリング、および/または増幅を含む他の信号処理を
センサ信号上で行うことができる。センサインターフェイス220はまた、1つまたは複数の
センサ320から読取りを行うように、プロセッサ204から指示を受けることができる。セン
サインターフェイス325がセンサ320からの読取りを行うように、プロセッサ204から指示
を受ける場合、センサインターフェイス325は、センサ320を作動させ、プロセッサ204に
よる分析のために得られたセンサ信号をセンサデータに処理し、センサデータをプロセッ
サ204に送信することができる。
【００３８】
　センサインターフェイス325は、ASIC、1つまたは複数のFPGA、PLD、コントローラ、状
態機械、ゲート型ロジック、離散ハードウェア構成要素、またはあらゆる他の適切な回路
、または回路のあらゆる組合せで実施することができる。センサインターフェイス325は
また、本明細書に記載した機能を実施するために、プロセッサ204からの指示を記憶し、
センサデータを一時的に記憶し、および/またはセンサインターフェイス325のプロセッサ
によって実行されるソフトウェアを記憶する機械読取可能な媒体を備えることができる。
機械読取可能な媒体としては、RAM、フラッシュメモリ、ROM、PROM、EEPROM、レジスタ、
またはあらゆる他の適切な記憶媒体を挙げることができる。
【００３９】
　プロセッサ240およびセンサインターフェイス325は、バス202、および/または他の構造
またはデバイスを介して通信することができる。例えば、プロセッサ204およびセンサイ
ンターフェイス325は、Bluetooth（登録商標）、Zigbee（登録商標）、または無線技術を
含むいずれか1つのまたは多くの無線技術で実施される1対の無線送受信機を使用して、短
距離無線リンク上で通信することができる。
【００４０】
　特定の態様では、プロセッサ204は、通信デバイス106の外部の環境状態を測定する(例
えば、化学物質、生物物質、放射線または他の汚染物質が存在するかどうか判断する)た
めに、センサインターフェイス325からのセンサデータを分析するように構成することが
できる。例えば、プロセッサ204は、センサインターフェイス325から受信したセンサデー
タ内のレベルをセンサ閾値と比較することによって、汚染物質が存在するかどうかを判断
することができる。この例では、プロセッサ204は、センサデータのレベルがセンサ閾値
より上である場合に、特定の汚染物質が存在すると判断することができる。プロセッサ20
4は、複数の異なるセンサ320からのセンサデータに基づいて、特定の汚染物質が存在する
かどうかを判断することができる。一態様では、プロセッサ204は、汚染物質に対応する
センサデータ内のパターンを認識することによって、センサデータから特定の汚染物質を
検出するソフトウェアを実行することができる。ソフトウェアは、これに限らないが、神
経ネットワーク、主成分分析、分類子、および他の分析ツールを含む、センサデータから
特定の汚染物質を検出するあらゆる数の分析ツールを利用することができる。
【００４１】
　プロセッサ204が汚染物質を検出した後に、プロセッサ204は、ネットワークアダプタ21
0を使用して、データ融合センタ125に検出した汚染物質を報告することができる。例えば
、ネットワークアダプタ210は、ネットワークアダプタ210内の伝送装置およびアンテナ33
0を使用して、基地局110および/または無線アクセスノード140に検出した汚染物質の報告
を伝送することができる。報告はその後、例えば、セルラネットワーク115、通信ネット
ワーク120、インターネット155、他のネットワークおよび/またはその組合せを通して、
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データ融合センタ125にルーティングすることができる。特定の態様では、プロセッサ204
はまた、位置決めデバイス315から通信デバイス106の地理的位置を受け、報告内に地理的
位置を含めることができる。プロセッサ204はまた、検出の概算時間を示す報告内にタイ
ムスタンプを含めることができる。プロセッサ204はまた、報告内に1つまたは複数のセン
サ320からセンサデータを含めることができ、それによってデータ融合センタ125は、セン
サデータの独立分析を行うことができる。データ融合センタ125への報告内に含めること
ができる他のタイプの情報を、以下にさらに詳細に説明する。
【００４２】
　特定の態様では、プロセッサ204は、ネットワークアダプタ210内の受信機を使用してデ
ータ融合センタ125からメッセージを受信し、受信したメッセージにしたがって動作を行
うことができる。例えば、プロセッサ204は、受信したメッセージに基づいて、1つまたは
複数のパラメータを構成することができる。パラメータとしては、プロセッサ204がいつ
データ融合センタ125または他の主体に報告を伝送するかを制御するパラメータを挙げる
ことができる。例えば、パラメータとしては、プロセッサ204がどれだけ頻繁に報告を伝
送するかを制御する報告インターバル、通信デバイス106が報告を停止するかどうかを示
すパラメータ、および/または他のパラメータを挙げることができる。パラメータを、機
械読取可能な媒体206内に記憶することができる。他のタイプのメッセージおよび/または
パラメータの例を、以下により詳細に説明する。データ融合センタ125は、セルラネット
ワーク115、放送ネットワーク130、インターネット155、他のネットワーク、および/また
はその組合せを通して、1つまたは複数の通信デバイス106にメッセージを送信することが
できる。
【００４３】
　したがって、各通信デバイス106は、化学物質、生物、放射線および/または他のセンサ
320を備えることができる。通信デバイス106は、大きな面積全体を通して分配して、大き
な面積全体を通して化学物質、生物物質、放射線および/または他の汚染物質を検出する
ことが可能なセンサの大規模ネットワークを作り出すことができる。さらに、各通信デバ
イス106は、セルラネットワーク115、インターネット155、通信ネットワーク120、他のネ
ットワークまたはその組合せ上で、データ融合センタ125に特定の汚染物質の検出を報告
することができる。これにより、データ融合センタ125が、センサ装備通信デバイス106に
よって提供されたセンサネットワークを使用して、大きな面積全体を通して汚染物質を検
出することが可能になる。データ融合センタ125は、以下にさらに論じるように、地理的
エリア内の汚染物質の広がりを評価するために検出の受信方向を分析し、汚染物質源を判
断し、および/または他の評価を行うことができる。
【００４４】
　特定の態様では、データ融合センタ125は、いつ通信デバイス120が、セルラネットワー
ク125またはデータ融合センタ125に報告を運ぶ他のネットワークのオーバロードを防ぐた
めに、報告を送信するかを制御することができる。一態様では、データ融合センタ125は
、いつ通信デバイス106が報告を送信するかを制御する1つまたは複数のパラメータを構成
する通信デバイス120に1つまたは複数のメッセージを送信することによって、通信デバイ
ス105を制御することができる。パラメータとしては、報告の送信を停止するかどうかを
示す報告パラメータ、報告間の時間インターバルを特定する報告インターバル、および/
または他のパラメータを挙げることができる。例えば、データ融合センタ125は、報告の
送信を停止するために報告パラメータを構成するように、メッセージを通信デバイス106
に送信することによって、通信デバイス106から報告を停止する可能性がある。上記パラ
メータと、データ融合センタ125が構成することができる他のパラメータの例を、以下に
より詳細に論じる。
【００４５】
地理的位置に基づく制御
　本開示の一態様では、データ融合センタ125は、報告を送信するのを停止するように、
地理的エリア内にある通信デバイス106にメッセージを送信することによって、通信デバ
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イス106からの入力報告の数を制御することができる。地理的エリアは、1つまたは複数の
基地局110のサービスエリア、1つまたは複数の伝送装置135のサービスエリア、自治体(例
えば、市)の境界、所定の地理的エリアまたは他の技術によって規定することができる。
データ融合センタ125は、例えば、特定の地理的エリア内で通信デバイス106からの多数の
報告によるネットワーク混雑を少なくするために、このタイプの制御を使用することがで
きる。
【００４６】
　報告を送信するのを停止するメッセージを受信すると、通信デバイス106は、所定の期
間、または例えば、データ融合センタ125によって報告の送信を再開するように指示され
るまで、データ融合センタ125に汚染物質検出の報告を送信するのを停止することができ
る。一態様では、通信デバイス106は、機械読取可能な媒体206内に報告を送信するかどう
かを示す報告パラメータ(例えば、フラグ)を記憶することができる。報告パラメータが報
告を送信しないことを示した場合、通信デバイス106は、報告をデータ融合センタ125に送
信しない。報告を送信するのを停止するメッセージを受信すると、通信デバイス106は、
報告を送信するのを停止するように報告パラメータを構成することができる。プロセッサ
204は、ある期間が経過した後に、および/または、例えばデータ融合センタ125によって
報告を送信するのを再開するように指示された場合に、報告を送信するのを再開すること
ができる。
【００４７】
　一態様では、通信デバイス106は、報告を送信するのを停止するように指示された後に
、センサ読取りを行い続けることができる。本態様では、通信デバイス106は、汚染物質
が存在するかどうかを判断するために、センサデータを分析することができる。通信デバ
イス106が汚染物質を検出すると、その後、通信デバイス106は機械読取可能な媒体206内
に検出の報告を記憶することができる。報告は、検出の概算時間を示すタイムスタンプを
含むことができる。通信デバイス106がデータ融合センタ125に報告を送信するのを再開す
ると、通信デバイス106は、データ融合センタ125に記憶された報告を送信することができ
る。
【００４８】
　複数の通信デバイス106が報告を送信するのを再開した場合にネットワークオーバロー
ドを緩和するために、通信デバイス106は、異なる時間に記憶した報告を送信するように
プログラミングすることができる。例えば、異なる通信デバイス106は、報告を送信する
のを再開する前に、異なる期間だけ待機するようにプログラミングすることができる。
【００４９】
　特定の地理的エリア内の通信デバイス106が報告を送信するのを停止させるという決定
は、多くの異なる要因のいずれか1つに基づいている可能性がある。例えば、データ融合
センタ125は、地理的エリアからデータ融合センタ125によって既に受信された多くの報告
が、ある期間内に特定の量に到達した場合、地理的エリア内の通信デバイス106が報告を
送信するのを停止させることを決定することができる。データ融合センタ125は、報告に
含まれる地理的位置、または他の技術に基づいて、地理的エリア内の受信報告を判断する
ことができる。
【００５０】
　地理的エリア内の通信デバイス106が報告を送信するのを停止させるという決定はまた
、アドミニストレータなどの別の主体によって行うことができ、(例えば、ユーザインタ
ーフェイス212を通して)データ融合センタ125に通信させることができる。
【００５１】
　地理的エリア内の通信デバイス106が報告を送信するのを停止させるという決定が行わ
れた場合、データ融合センタ125は、報告を送信するのを停止するように、地理的エリア
内の通信デバイス106にメッセージを送信することができる。
【００５２】
　本開示の一態様では、地理的エリアは、基地局110、伝送装置135、および/またはアク
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セスノード140のサービスエリア(セル)に対応している。
【００５３】
　所望の地理的エリアが基地局110のサービスエリアに対応する例では、データ融合セン
タ125は、セルラネットワーク115に報告を送信するのを停止するメッセージを送信し、セ
ルラネットワーク115に基地局110からのメッセージを伝送するように指示することができ
る。セルラネットワーク115は、別のチャネルを使用して個別に基地局110から通信デバイ
ス106にメッセージを伝送し、および/または多数の通信デバイス106によって共有される
共通チャネルを使用して、多数の通信デバイス106にメッセージを放送することができる
。例えば、セルラネットワーク115は、放送ショートメッセージサービス(SMS)および/ま
たは個別のSMSを使用して、通信デバイス106にメッセージを送信することができる。その
結果、基地局110のサービスエリア内の通信デバイス106は、報告を送信するのを停止する
メッセージを受信する。
【００５４】
　所望の地理的エリアが伝送装置135のサービスエリアに対応する例では、データ融合セ
ンタ125は、放送ネットワーク130に報告を送信するのを停止するメッセージを送信し、放
送ネットワーク130に伝送装置135からメッセージを放送するように指示することができる
。伝送装置135は、MediaFLOまたは他の放送基準を使用して、メッセージを放送すること
ができる。その結果、伝送装置135のサービスエリア内の通信デバイス106は、報告を送信
するのを停止するメッセージを受信する。
【００５５】
　図4は、複数のサービスエリア410A～410Jを備えた通信システム405の概念図を示してい
る。セルラシステムの例では、各サービスエリア410A～410Jは基地局110に対応すること
ができる。この例では、各サービスエリア410A～410Jはセルとも呼ぶことができる。放送
システムの例では、各サービスエリア410A～410Jは伝送装置135に対応することができる
。サービスエリア410A～410Jは、互いに異なる形状および/またはサイズを有することが
できる。図4の例では、データ融合センタ125は、図4では線を引いた、サービスエリア410
E内の通信デバイス106に報告を送信するのを停止するメッセージを送信する。地理的エリ
アは、1つのサービスエリア410A～410Jに限らず、多数のサービスエリア410A～410Jの集
合体によって画定することもできる。
【００５６】
　本開示の一態様では、データ融合センタ125は、報告を送信するのを停止させるメッセ
ージ内に地理的エリアを特定することができる。例えば、地理的エリアは、地理的エリア
の周辺を定義する座標によって特定することができる。別の例では、地理的エリアは、通
信デバイス106の機械読取可能な媒体206内に記憶された複数の所定の地理的エリアの1つ
を示す指標によって特定することができる。例えば、所定の地理的エリアは、市、群、設
備などの境界によって画定することができる。この態様により、地理的エリアを画定する
際の大きな柔軟性が与えられる。
【００５７】
　本態様では、データ融合センタ125は、基地局110、および/または特定の地理的エリア
に重なり合う1つまたは複数のサービスエリア410A～410Jを有する伝送装置135から報告を
送信するのを停止するメッセージを伝送する。図5は、サービスエリア410Eおよび410Fに
重なり合う地理的エリア510を示している。この例では、報告を送信するのを停止するメ
ッセージは、対応する基地局110、および/または伝送装置135からサービスエリア410Eお
よび401F内に伝送させることができる。
【００５８】
　報告を送信するのを停止するメッセージを受信すると、通信デバイス106は、通信デバ
イス106がメッセージ内で特定された地理的エリア内に置かれているかどうかを判断する
ことができる。通信デバイス106は、通信デバイス106の地理的位置を特定の地理的エリア
と比較することによってこのような判断を行うことができる。通信デバイス106の地理的
位置は、通信デバイス106の位置決めデバイス315によって提供することができる。通信デ
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バイス106が、受信したメッセージ内で特定された地理的エリア内に通信デバイスが106が
あると判断すると、その後、通信デバイス106はある期間、または報告を送信するのを再
開するように指示されるまで、報告を送信するのを停止する。通信デバイス106が特定の
地理的エリア外にある場合、その後、通信デバイス106は報告を送信することができる。
本態様では、受信したメッセージ内で特定された地理的エリア、および通信デバイス106
の地理的位置は、通信デバイス106の機械読取可能な媒体206内にパラメータとして記憶す
ることができる。
【００５９】
　本開示の一態様では、データ融合センタ125は、通信デバイス106から前に受信した報告
に基づいて、どの通信デバイス106が地理的エリア内にあるかを特定することができる。
本態様では、前に受信した報告はそれぞれ、それぞれの通信デバイス106の地理的位置を
含むことができる。データ融合センタ125は、どの通信デバイス106が注目している地理的
エリア内にあるかを特定するために、前に受信した報告内の地理的位置を使用することが
できる。データ融合センタ125はその後、特定された通信デバイス106にメッセージを送信
することによって、地理的エリア内の通信デバイス106に報告を送信するのを停止するメ
ッセージを送信することができる。本態様では、データ融合センタ125は、メッセージを
通信デバイス106に個別に案内することができるが、それは、データ融合センタ125は、メ
ッセージを地理的エリア内の多数の通信デバイス106に放送する代わりに、通信デバイス1
06を特定したからである。
【００６０】
　本開示の一態様では、データ融合センタ125は、地理的エリア内のある割合の通信デバ
イス106が報告を送信するのを停止するように指示することができる。データ融合センタ1
25は、例えば、地理的エリア内のある割合の通信デバイス106に報告を送信するのを停止
するメッセージを送信することによって、これを行うことができる。データ融合センタ12
5は、上に論じたように、前に受信した報告に基づいて、地理的エリア内の通信デバイス1
06を特定し、ある割合の特定した通信デバイス106に報告を送信するのを停止するメッセ
ージを送信することができる。
【００６１】
　別の例では、各通信デバイス106は、通信デバイス106の機械読取可能な媒体206内に記
憶させることができる、複数の異なる数の1つを割り当てることができる。通信デバイス1
06は、ランダムに、または他の方法を使用して数を割り当てることができる。1つまたは
複数の通信デバイス106は、同じ数を割り当てることができる。この例では、複数の数は
それぞれ、特定の割合の通信デバイス106に割り当てることができる。データ融合センタ1
25はその後、以下にさらに論じるように、報告を停止するメッセージ内に1つまたは複数
の数を含めることによって、地理的エリア内で報告を停止する通信デバイス106の割合を
制御することができる。
【００６２】
　報告を停止するメッセージを受信すると、通信デバイス106は、メッセージ内の1つまた
は複数の数を通信デバイス106に割り当てられた数と比較することができる。通信デバイ
ス106はその後、比較に基づいて、データ融合センタ125に報告を送信するのを停止するか
どうかを判断することができる。例えば、通信デバイス106は、通信デバイス106に割り当
てられた数がメッセージ内の数と一致する場合に、報告を送信するのを停止すると判断す
ることができる。この例では、データ融合センタ125は、報告を送信するのを停止するメ
ッセージ内に、所望の割合の通信デバイス106に割り当てられた1つまたは複数の数を含め
ることによって、所望の割合の通信デバイス106に報告を送信するのを停止するように指
示することができる。例えば、通信デバイス106の50%が1から5が割り当てられ、データ融
合センタ125が通信デバイス106の50%に報告を送信するのを停止したい場合、その後、デ
ータ融合センタ125はメッセージ内に数1から5を含めることができる。メッセージ内の数
に一致しない数が割り当てられた通信デバイス106は、データ融合センタ125に報告を送信
し続けることができる。
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【００６３】
　別の方法では、通信デバイス106は、通信デバイス106に割り当てられた数がメッセージ
内の数のいずれにも一致しない場合に、報告を送信するのを停止することを判断すること
ができる。この例では、データ融合センタ125は、報告を送信するのを停止するメッセー
ジ内で、所望の割合の通信デバイス106に割り当てられた1つまたは複数の数を除外するこ
とによって、報告を送信するのを停止するように所望の割合の通信デバイス106に指示す
ることができる。
【００６４】
　通信デバイス106に割り当てられた数、および通信デバイス106によって受信されたメッ
セージ内の1つまたは複数の数は、通信デバイス106の機械読取可能な媒体206内にパラメ
ータとして記憶させることができる。
【００６５】
　本開示の本態様により、データ融合センタ125が、地理的エリア内の残りの通信デバイ
ス106から報告を受信し続けながら、地理的エリア内のある割合の通信デバイス106が方向
を送信するのを停止させる(例えば、ネットワーク混雑を少なくする)ことが可能になる。
本態様では、データ融合センタ125は、地理的エリア内で報告するのを停止するように指
示された通信デバイス106の割合に基づいて、地理的エリア内の多くの報告された検出を
調節することができる。例えば、通信デバイス106の50%が、地理的エリア内で報告するの
を停止する(例えば、ネットワーク混雑を少なくする)ように指示されると、その後、デー
タ融合センタ125は、通信デバイス106の50%が報告を停止したことを考慮するように、報
告された検出の数を二倍にすることができる。
【００６６】
　報告するのを停止するように指示された通信デバイス106の割合はまた、地理的エリア
の人口密度に基づいて判断することができる。例えば、割合はより高い人口密度ではより
高い。
【００６７】
範囲およびセルIDに基づく制御
　本開示の一態様では、データ融合センタ125は、どの通信デバイス106が、基地局110、
伝送装置135、および/またはアクセスノード140からの範囲(例えば、距離)に基づいて報
告を送信するかを制御することができる。この態様により、データ融合センタ125が、基
地局110、伝送装置135、および/またはアクセスノード140からの範囲によって地理的エリ
アを画定することが可能になる。基地局からの範囲は、基地局110からの推定距離、また
は基地局110から受信された信号のタイミング測定として与えることができる。
【００６８】
　図6は、基地局110の位置605からの距離rによって画定された地理的エリア610の例を示
している。この例では、地理的エリア610は、基地局110の位置605で集中され、範囲rとほ
ぼ等しい半径を有する円を含んでいる。
【００６９】
　本態様では、データ融合センタ125は、報告を送信するのを停止させるメッセージ内に
基地局110からの距離を含めることができ、セルラネットワーク115に基地局110からメッ
セージを伝送するように指示することができる。メッセージを受信すると、通信デバイス
106は、通信デバイス106が基地局110からの特定範囲内にあるかどうかを判断することが
できる。例えば、通信デバイス106は、基地局110からのその距離を判断し、この範囲が受
信したメッセージ内の範囲以下であるかどうかを判断することができる。通信デバイス10
6がメッセージ内で特定された範囲内にある場合、その後、通信デバイス106は、データ融
合センタ125に報告を送信するのを停止する。受信したメッセージ内の範囲は、通信デバ
イス106の機械読取可能な媒体206内にパラメータとして記憶することができる。
【００７０】
　通信デバイス106は、多くの技術を使用して、基地局110からのその範囲(例えば、距離)
を判断することができる。例えば、通信デバイス106は、基地局110から受信した信号のタ
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イミング測定および/または電力測定を分析することによって、基地局110からのその範囲
を推定することができる。通信デバイス106はまた、衛星ポジショニングネットワーク(例
えば、GPS、ガリレオ、など)または他のネットワーク(例えば、IEEE 802.11)などの近隣
の伝送装置または非ネットワーク伝送装置の測定を使用して、範囲を推定することができ
る。
【００７１】
　データ融合センタ125はまた、報告を送信するのを停止するメッセージ内に、対応する
セルを特定するセルIDを含めることによって、特定のセル(基地局110のサービスエリア)
内で報告するのを停止するように通信デバイス106に指示することができる。メッセージ
は、セルラネットワーク115または他のネットワーク上で送信することができる。例えば
、メッセージを放送ネットワーク130の上で送信し、セルに重なり合ったサービスエリア
を有する1つまたは複数の伝送装置135から伝送することができ、それによってセル内の通
信デバイス106がメッセージを受信する。
【００７２】
　メッセージを受信すると、通信デバイス106は、現在通信デバイス106にサービス提供し
ているセルのセルIDとメッセージ内のセルIDを比較することができる。2つのセルIDが一
致すると、その後、通信デバイス106は、データ融合センタ125に報告を送信するのを停止
するように報告パラメータを構成することができる。したがって、データ融合センタ125
は、通信デバイス106へのメッセージ内に対応するセルIDを含めることによって、報告を
送信するのを停止するように通信デバイス106に指示することができる。
【００７３】
センサタイプに基づく制御
　本開示の一態様では、データ融合センタ125は、どの報告がセンサタイプによってデー
タ融合センタ125に送信されるかを制御することができる。一態様では、通信デバイス106
は、異なるタイプの汚染物質を検出するように構成された複数のセンサ330を備えること
ができる。本態様では、センサ320のセンサタイプは、センサが検出するように構成され
た化学物質、生物物質および/または放射線のタイプを指すものとしてよい。例えば、炭
疽菌を検出するように構成されたセンサは、炭疽菌タイプセンサ330と呼ぶことができる
。センサ320はまた、多数のタイプの汚染物質を検出するように構成することができる。
したがって、センサ320は多数のセンサタイプに対応することができる。
【００７４】
　一態様では、データ融合センタ125は、報告を送信することを停止するメッセージ内に
、センサタイプを識別する識別子を含めることによって、特定のセンサタイプに対する報
告を送信するのを停止するように通信デバイス106に指示する。例えば、データ融合セン
タ125は、報告を送信するのを停止するメッセージ内に、炭疽菌タイプセンサを識別する
識別子を含めることによって、炭疽菌に対する報告を送信するのを停止するように通信デ
バイス106に指示することができる。
【００７５】
　報告を送信するのを停止するメッセージを受信すると、通信デバイス106は、メッセー
ジ内で特定されたセンサタイプに対する報告を送信するのを停止することができる。一態
様では、通信デバイス106は、通信デバイス106が報告を送信するのを停止するセンサタイ
プを特定するパラメータを記憶することができる。通信デバイス106がメッセージ内でセ
ンサタイプを受信すると、通信デバイス106はセンサタイプをパラメータに入力すること
ができる。通信デバイス106がセンサ読取から汚染物質を検出すると、通信デバイス106は
、検出した汚染物質がセンサタイプと一致するかどうか判断するためにセンサタイプをチ
ェックする。検出した汚染物質がセンサタイプと一致すると、その後、通信デバイス106
は、検出の報告をデータ融合センタ125に送信しない。
【００７６】
　通信デバイス106が特定のセンサタイプに対して報告を送信するのを停止させるという
決定は、多くの異なる要因のいずれか1つに基づいている可能性がある。例えば、データ
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融合センタ125は、データ融合センタ125が地理的エリア内の特定の汚染物質に対する多く
の報告を受信した場合に、通信デバイス106が特定のセンサタイプ対する報告を送信する
のを停止させることを決定することができる。この例では、データ融合センタ125は、受
信した報告が地理的エリア内での検出汚染物質の存在を確立するのに既に十分であること
を結論付けることができる。データ融合センタ125はその後、対応するセンサタイプに対
する報告を送信するのを停止するように、地理的エリア内の通信デバイス106にメッセー
ジを送信することができる。データ融合センタ125は、他のタイプのセンサに対するネッ
トワークリソースを解放するために、これを行うことができる。
【００７７】
　これにより、対応する汚染物質の存在が前の報告から既に確立されていた場合に、デー
タ融合センタ125が、センサタイプに対する追加の報告を停止させる(例えば、ネットワー
ク混雑を少なくする)ことが可能になる。さらに、本態様により、データ融合センタ125は
他のタイプのセンサに対する報告を受信し続けることが可能になる。
【００７８】
　一態様では、データ融合センタ125は、地理的エリア内のある割合の通信デバイス106に
、特定のセンサタイプに対する報告を送信するのを停止させるように指示することができ
る。データ融合センタ125は、上に論じた技術、または他の技術を使用してこれを行うこ
とができる。
【００７９】
　一態様では、データ融合センタ125は、データ融合センタ125に特定のセンサタイプに対
する報告を既に送信した通信デバイス106に、同じセンサタイプに対する追加の報告を送
信するのを停止するように指示することができる。したがって、データ融合センタ125は
、他のセンサタイプに対する報告に影響を与えることなく、(例えば、ネットワーク混雑
を少なくするように)特定のセンサタイプに対する入力報告の数を制限することができる
。
【００８０】
　図7は、通信デバイス106とデータ融合センタ125の間の1つまたは複数のデータ経路に沿
って位置決めされた、ネットワーク処理システム710の概念ブロック図を示している。ネ
ットワーク処理システム710は、図2に示す処理システム200または他のアーキテクチャを
使用して実施することができる。図7の例では、ネットワーク処理システム710がセルラネ
ットワーク115と通信ネットワーク120の間に示されているが、ネットワーク処理システム
710は、通信デバイス106とデータ融合センタ125の間の通信システム110内のどこでも位置
決めすることができる。
【００８１】
　一態様では、ネットワーク処理システム710は、通信デバイス106からデータ融合センタ
125までの入力報告を妨害し、1つまたは複数の基準に基づいてある割合の報告をフィルタ
リングする。これは、例えば、データ融合センタ125上の負荷を小さくするために行うこ
とができる。本態様では、ネットワーク処理システム710は、ネットワークアダプタ210を
使用して、(例えば、セルラネットワークからの)報告を妨害し、妨害した報告を(例えば
、通信ネットワーク120、またはデータ融合センタ125に直接)転送することができる。
【００８２】
　一態様では、ネットワーク処理システム710のプロセッサ204は、特定のセンサタイプに
対してある割合の報告をフィルタリングすることができる。本態様では、プロセッサ204
は、報告のセンサタイプを特定するために報告の内容をスキャンすることができる。例え
ば、報告は、報告のセンサタイプを示す指標を含むことができ、プロセッサ204は、報告
のセンサタイプを特定するために報告内の指標をチェックすることができる。報告の特定
されたセンサタイプがフィルタリングされているセンサタイプと一致すると、その後、プ
ロセッサ204は、フィルタリングされているセンサタイプに対する報告の割合に基づいて
、報告をフィルタリングすることができる。例えば、フィルタリングされるセンサタイプ
に対する報告の割合が50%である場合、その後、プロセッサ204は、センサタイプと一致す
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る全ての他の報告をフィルタリングすることができる。フィルタリングされない報告は、
データ融合センタ125に転送することができる。
【００８３】
　ネットワーク処理システム710は、データ融合センタ125からメッセージを受信して、ど
のセンサタイプをフィルタリングするか、およびフィルタリングするセンサタイプに対す
る報告の割合を特定することができる。ネットワーク処理システム710は、機械読取可能
な媒体206内に受信したメッセージを記憶し、記憶されたメッセージに基づいて報告をフ
ィルタリングすることができる。
【００８４】
　ネットワーク処理システム710はまた、特定のセンサタイプに対してフィルタリングさ
れる報告の割合を動的に調節することができる。例えば、ネットワーク処理システム710
は、データ融合センタ125の負荷容量に基づいて割合を調節することができる。この例で
は、ネットワーク処理システム710は、データ融合センタ125の負荷容量によって設定され
る報告速度を越える報告をフィルタリングすることができる。報告速度は、ある期間にわ
たる多くの報告であってもよい。この例では、ネットワーク処理システム710は、合計数
の報告にわたってフィルタリングされた報告の数に基づいてフィルタリングされている報
告の割合を判断し、割合をデータ融合センタ125に通信することができる。
【００８５】
　データ融合センタ125は、通信デバイス106から伝送される特定のセンサタイプに対する
報告の数を推定するために、フィルタリングされた報告の割合に基づいて情報を使用する
ことができる。例えば、センサタイプに対する報告の50%がネットワーク処理システム710
によってフィルタリングされ、データ融合センタ125が1,000のレポートを受信した場合、
その後、データ融合センタ125は、2,000の報告が通信デバイス106から実際に伝送された
と推定して、フィルタリングされた報告の割合を考慮することができる。
【００８６】
優先分類スキームを使用した制御
　本開示の一態様では、データ融合センタ125は、どの通信デバイス106が優先分類スキー
ムに基づいて報告を送信するかを制御することができる。一態様では、各通信デバイス10
6は、複数の異なる優先数の1つを割り当てることができる。異なる優先数は、異なる優先
レベルを示すことができる。非常時に、セルラネットワーク115は、特定の優先数を有す
る通信デバイス106への通話を制限することができる。優先分類スキームの例は、アクセ
スオーバロード制御(ACCOLC)であり、通信デバイス106は0～15の範囲の優先数が割り当て
られている。0～9の範囲の優先数を、ほとんどの通信デバイス106にランダムに割り当て
ることができる。10～15の範囲のより高い優先数を、より高い優先ユーザに対する通信デ
バイス106に割り当てることができる。緊急時、セルラネットワーク115は、特定の優先数
(例えば、1、3、10～15)を有する通信デバイス106への通話を制限することができる。
【００８７】
　通信デバイス106は、その優先数を機械読取可能な媒体206に記憶することができる。例
えば、優先数は、通信デバイス106の機械読取可能な媒体206に記憶された加入者識別モジ
ュール(SIM)内に記憶させることができる。
【００８８】
　一態様では、データ融合センタ125は、通信デバイス106に割り当てられた優先数を使用
して、報告を送信する通信デバイス106の割合を制御することができる。これを行うため
に、データ融合センタ125は、報告を送信するのを停止させるメッセージ内に1つまたは複
数の優先数を含め、例えば、セルラネットワーク115、放送ネットワーク130または他のネ
ットワークを通して、地理的エリア内の通信デバイスにメッセージを送信することができ
る。メッセージを受信すると、通信デバイス106は、通信デバイス106の優先数をメッセー
ジ内の1つまたは複数の優先数と比較することができる。通信デバイスの優先数がメッセ
ージ内の優先数のいずれにも一致しない場合、その後、通信デバイス106は、データ融合
センタ125に報告を送信しない。これにより、地理的エリアから報告を送信する通信デバ
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イス106の数を制限することによって、データ融合センタ125がネットワーク混雑を少なく
することが可能になる。受信したメッセージ内の1つまたは複数の優先数、および通信デ
バイス106に割り当てられた優先数は、通信デバイス106の機械読取可能な媒体206内にパ
ラメータとして記憶することができる。
【００８９】
　一態様では、通信デバイス106は、異なるサービス分類に優先順位を付けるための複数
の優先数を含むことができる。異なるサービス分類は、音声、ウェブブラウジング、セン
サ報告、管理トランザクションなどを含むことができる。本態様では、各サービス分類は
、サービス分類に優先順位を付けるための複数の優先数の1つを割り当てることができる
。例えば、高い優先度が与えられたサービス分類は、高い優先度に対応する優先数を割り
当てることができる。通信デバイス106は、通信デバイス106の機械読取可能な媒体206内
に複数の優先数、および各優先数に対する1つまたは複数のサービス分類を記憶すること
ができる。
【００９０】
　本態様では、データ融合センタ125は、通信デバイス106へのメッセージ内にサービス分
類に優先順位を付けるための優先数の1つまたは複数を含めることによって、特定のサー
ビス分類に通信デバイス106を制限することができる。メッセージを受信すると、通信デ
バイス106は、受信したメッセージ内の1つまたは複数の優先数に対応する機械読取可能な
媒体206内のサービス分類を検索することができる。通信デバイス106はその後、他のサー
ビス分類をブロックしながら、受信したメッセージ内の1つまたは複数の優先数に対応す
るサービス分類を可能にすることができる。
【００９１】
　本態様により、データ融合センタ125が、どのサービス分類が通信デバイス106によって
使用されるかを制限することが可能になる。例えば、緊急時、データ融合センタ125は、
他のサービス分類をブロックしてネットワーク混雑を少なくしながら、送信報告および/
または高い優先度のサービス分類に通信デバイス106を制限することができる。
【００９２】
ネットワーク混雑の測定
　本開示の一態様では、通信デバイス106は、ネットワークの混雑を測定し、測定したネ
ットワーク混雑に基づいて報告を送信するかどうかを判断する。
【００９３】
　一態様では、通信デバイス106は、基地局110のページングチャネルを監視することによ
って、セルラネットワーク混雑を測定する。通信デバイス106は、ネットワークアダプタ2
10内の受信機を使用して、ページングチャネルを監視することができる。一態様では、通
信デバイス106は、ページングチャネル上の多くのフリースロットを判断するためにペー
ジングチャネルを監視する。フリースロットは、チャネルを消費するためにユーザのとこ
ろに来る十分なメッセージがなく、したがって、ネットワークは完全には混雑していない
ことを示している。通信デバイス106はその後、ページングチャネル上のフリースロット
の数を閾値と比較することができる。フリースロットの数が閾値より小さい場合、その後
、通信デバイス106は、ネットワークが混雑していると判断し、データ融合センタ125へ報
告を送信するのを停止することができる。通信デバイス106は、ページングチャネルを監
視し、ページングチャネル上のフリースロットの数を閾値と比較し続けることができる。
フリースロットの数が閾値以上である場合、通信デバイス106は、データ融合センタ125に
報告を送信するのを再開することができる。
【００９４】
　一態様では、通信デバイス106は、ネットワークの待ち時間を測定することによって、
ネットワークの混雑を測定する。例えば、通信デバイス106は、通信デバイス106がデータ
をネットワークに送信する時間と通信デバイス160がネットワークからデータへの応答を
受信する時間の間の時間に基づいて、ネットワークの待ち時間を測定することができる。
例えば、通信デバイス106は、通信デバイス106がセルラネットワーク115に要求を送信す
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る時間、および通信デバイス106がセルラネットワーク115からの要求の確認応答を受信す
る時間の時間量に基づいて、セルラネットワーク115の待ち時間を測定することができる
。通信デバイスはその後、測定したネットワーク待ち時間を閾値(例えば、30秒)と比較す
ることができる。測定したネットワーク待ち時間が閾値より大きい場合、その後、通信デ
バイス106はデータを複数回送信することを再試行し、各回においてネットワーク待ち時
間を測定することができる。測定待ち時間が毎回閾値より大きい場合、その後、通信デバ
イス106は、ネットワークが混雑していると判断し、データ融合センタ125へ報告を送信す
ることを停止することができる。ある期間が経過した後に、通信デバイス106は、ネット
ワーク待ち時間を再び測定することができる。ネットワーク待ち時間が閾値より小さい場
合、その後、通信デバイス106は報告を送信することを再開することができる。
【００９５】
　本態様により、通信デバイス106がネットワーク混雑自体を測定し、測定したネットワ
ーク混雑に基づいて、報告を送信するかどうかを判断することが可能になる。したがって
、通信デバイス106は、ネットワークが混雑した場合に、報告を送信することを自動的に
止め、それによってネットワーク混雑を軽減させることができる。
【００９６】
地理的エリア内の報告要求
　本開示の一態様では、データ融合センタ215は、報告を送信するために地理的エリア内
の通信デバイス106に要求を送信することができる。例えば、データ融合センタ125は、特
定のタイプの汚染物質に対する報告を送信するために、地理的エリア内の通信デバイス10
6に要求を送信することができる。この例では、データ融合センタ125は、所望の汚染物質
に対応する要求内にセンサタイプを含めることができる。要求を受信すると、通信デバイ
ス106は、通信デバイス106の対応するセンサ320からセンサ読取を行うことができる。通
信デバイス106はその後、得られたセンサデータから汚染物質が存在しているかどうかを
判断し、汚染物質が検出されたかどうかを示す、報告をデータ融合センタ125に送信する
ことができる。センサタイプを含む受信した要求は、通信デバイス106の機械読取可能な
媒体206内にパラメータとして記憶することができる。
【００９７】
　例えば、データ融合センタ125は、汚染物質の広がりを評価するために、報告に対する
要求を送信することができる。図8Aは、特定の汚染物質が検出された位置をプロットして
いる空間的マップ805を示している。各位置は、xによって示されており、検出を報告する
通信デバイス106の位置に対応するものとしてよい。データ融合センタ125は、報告された
検出の中心の位置、または先に報告された検出の位置に基づいて、汚染物質源を推定する
ことができる。
【００９８】
　この例では、データ融合センタ125は、特定の汚染物質に対する報告を送信するために
、地理的エリア810内の通信デバイス106に要求を送信することができる。要求を受信する
と、通信デバイス106は、特定の汚染物質が検出されたかどうかを、データ融合センタ125
に再び報告することができる。
【００９９】
　一態様では、データ融合センタ125は、特定の汚染物質を報告する要求とともに、特定
の汚染物質に対するセンサ読取をしばしば(センサ読取間の短い時間インターバルで)行い
、データ融合センタ125に検出をすぐに報告するメッセージを含むことができる。例えば
、メッセージは、センサ読取間の時間インターバルを含むことができる。この例では、通
信デバイス106は、時間インターバルを機械読取可能な媒体206内にパラメータとして記憶
し、記憶された時間インターバルに基づいて要求内に示された汚染物質に対するセンサ読
取を行うことができる。本態様では、要求は、汚染物質が検出されない場合に、通信デバ
イス106がネットワークに負荷を与えないように、マイナスの検出は報告しないメッセー
ジを含むことができる。
【０１００】
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　地理的エリア810内の通信デバイス106がデータ融合センタ125に汚染物質に対する検出
の報告を送信する場合、データ融合センタ125はそれに応じて空間的マップ805を更新する
ことができる。例えば、検出の各報告は、(例えば、それぞれの通信デバイス106の位置決
めデバイス310を使用して)検出の地理的位置を含むことができる。データ融合センタ125
が検出の報告を受信すると、データ融合センタ125は、検出の位置を空間的マップ805に追
加することができる。これにより、データ融合センタ125は汚染物質の広がりを評価する
ことが可能になる。データ融合センタ125は、(例えば、ユーザインターフェイス212を使
用して)空間的マップ805または同様の情報をアドミニストレータに表示することができ、
それによってアドミニストレータは汚染物質の広がりを監視することができる。
【０１０１】
　図8Bは、期間にわたって追加の検出で更新された後の、空間的マップ805を示している
。図8Aおよび8Bに示す例では、監視されている汚染物質は期間にわたって広がっている。
検出の位置が地理的エリア810の境界に近づくにつれ、データ融合センタ125は、地理的エ
リア810のサイズを拡張することができる。
【０１０２】
　一態様では、検出を報告する各受信された報告は、検出の概算時間を示すタイムスタン
プを含むことができる。本態様では、データ融合センタ125は、2つの報告された検出間の
距離を算出し、2つの報告された検出間の時間差によって距離を分割することによって汚
染物質が前進する速度を推定することができる。データ融合センタ125は、他の技術を使
用して、汚染物質の速度を推定することができる。
【０１０３】
　地理的エリア810は、基地局110、伝送装置135、および/またはアクセスノード140のサ
ービスエリア、自治体の境界、または他のエリアによって画定することができる。地理的
エリア810はまた、汚染物質の広がりの予測に基づいて(例えば、風の状態、汚染物質の知
られている性状などに基づいて)いてもよい。
【０１０４】
　データ融合センタ125は、上に論じた技術または他の技術のいずれかを使用して、所望
の地理的エリア内の通信デバイス106に報告に対する要求を送信することができる。例え
ば、地理的エリアが基地局110のサービスエリアに対応する場合、データ融合センタ125は
セルラネットワーク115に基地局110からの要求を放送するように指示することができる。
【０１０５】
　要求に応じて多数の報告によるネットワーク混雑を避けるために、データ融合センタ12
5は、上に論じた技術または他の技術のいずれかを使用して、地理的エリア内のある割合
の通信デバイス106に報告しないように指示することができる。例えば、人口密度が高い
エリア(例えば、市)では、データ融合センタ125は、ある割合の通信デバイス106にネット
ワーク混雑を避けるために報告しないように指示することができる。
【０１０６】
　一態様では、データ融合センタ125は、汚染物質検出の境界に基づいて、地理的エリア
を判断することができる。図8Cは、汚染物質検出の境界に基づいて、地理的エリア820の
例を示している。この例では、データ融合センタ125は、報告した汚染物質検出の最も外
の位置に沿って地理的エリア820の周辺を適合させることができる。
【０１０７】
　一態様では、データ融合センタ125は、検出した汚染物質の存在が地理的エリア820内に
既に確立されたと結論付けることができる。データ融合センタ125はその後、地理的エリ
ア820の外側の通信デバイス106に報告の要求を送信することができる。例えば、データ融
合センタ125は、地理的エリア820を越えて汚染物質の広がりを評価するために、地理的エ
リア820に隣接している地理的エリア830内の通信デバイス106に報告の要求を送信するこ
とができる。図8Cに示す例では、線が引かれた地理的エリア830は地理的エリア820を囲ん
でいる。データ融合センタ125は、検出された汚染物質の存在が既に確立された地理的エ
リア820内の通信デバイス106からのネットワーク混雑を避けるために、隣接する地理的エ
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リア830内の通信デバイス106に報告の要求を送信することができる。隣接する地理的エリ
ア830は、上に論じた技術または他の技術のいずれかを使用して画定することができる。
図8Cは地理的エリア820を完全に囲んでいる隣接する地理的エリア820を示しているが、地
理的エリア830は、地理的エリア820を完全に囲んでいる必要はない。
【０１０８】
　一態様では、データ融合センタ125が通信デバイス106から汚染物質の検出を報告する報
告を受信すると、データ融合センタ125は、報告された検出を検証するために、他の隣接
した通信デバイス106に報告の要求を送信することができる。例えば、データ融合センタ1
25は通信デバイス106から特定の汚染物質の報告を受信すると、データ融合センタ125は、
(例えば、受信した報告内の位置を使用して)検出の位置を判断することができる。データ
融合センタ125はその後、検出の位置を囲む地理的エリアを判断し、検出した汚染物質に
対する報告に対する要求を地理的エリア内の通信デバイス106に送信することができる。
【０１０９】
　要求を受信すると、通信デバイス106は、通信デバイス106の対応するセンサ320からセ
ンサ読取りを行うことができる。通信デバイス106はその後、要求された汚染物質が存在
するかどうかを得られるセンサデータから判断し、汚染物質が検出されたかどうかを示す
報告をデータ融合センタ125に送信することができる。通信デバイス106はまた、報告に通
信デバイス106の地理的位置を含めることができる。
【０１１０】
　データ融合センタ125が要求に応じて別の通信デバイス106から報告を受信すると、デー
タ融合センタ125は、報告が汚染物質に対する検出を含んでいるかどうかを検出すること
ができる。データ融合センタ125はまた、(2つの報告内の位置に基づいて)検証されている
報告と他の通信デバイス106からの報告の間の距離を判断することができる。データ融合
センタ125は、検証されている報告からの特定の距離内にある通信デバイス106からの報告
を検討するために、この情報を使用することができる。検討されている他の通信デバイス
106からの報告が汚染物質を検出しない場合、その後、データ融合センタ125は、検証され
ている報告内の検出が誤検出であると結論付けることができる。誤検出はまた、偽陽性と
呼ぶことができる。この場合、データ融合センタ125は、誤報告を送信した通信デバイス1
06に関するいくつかの動作の1つを行うことができる。例えば、データ融合センタ125は、
通信デバイス106から誤って検出した汚染物質に対する将来の報告を無視する、および/ま
たは誤って検出された汚染物質に対する報告を送信しないように通信デバイス106にメッ
セージを送信することができる。別の例では、データ融合センタ125は、以下に詳細に論
じるように、通信デバイス106を再キャリブレーションすることができる。
【０１１１】
　一態様では、データ融合センタ125は、通信デバイス106からの前の報告に基づいて検証
されている報告からの特定の距離内にある通信デバイス106を判断することができる。前
の報告はそれぞれ、(例えば、それぞれの通信デバイス106の位置決めデバイス310によっ
て与えられる)位置を含むことができる。本態様では、データ融合センタ125は、通信デバ
イス106からの前の報告内の位置を検証されている報告内の位置と比較することによって
、通信デバイス106が検証されている報告からの特定の距離内にあるかどうかを判断する
。データ融合センタ125が、通信デバイス106が比較に基づいて検証されている報告から特
定の距離内にあることを判断した場合、その後、データ融合センタ125は、通信デバイス1
06に検出した汚染物質に対する報告の要求を送信することができる。データ融合センタ12
5は、(例えば、通信デバイス106の電話番号および/またはアドレスを使用して)通信デバ
イス106に報告の要求を導くことができる。要求に応じて通信デバイス106からの報告を受
信すると、データ融合センタ125は、通信デバイス106が実際、検証されている報告から特
定の距離内にあることを検証するために、受信した報告内の位置をチェックすることがで
きる。データ融合センタ125が、通信デバイス106が検証されている報告から特定の距離内
にあることを検証した場合、その後、データ融合センタ125は、上に論じたように、検証
されている報告内の検出が正確であるかどうか判断するように受信した報告を検討するこ
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とができる。
【０１１２】
感度のキャリブレーション
　本開示の一態様では、通信デバイス106は、通信デバイス106が検出するように構成され
ている汚染物質の各タイプに対するセンサ閾値を含むことができる。各センサ閾値は、通
信デバイス106の機械読取可能な媒体206内にパラメータとして記憶することができる。一
態様では、通信デバイス106は、通信デバイス106のセンサ330の対応する1つまたは複数か
ら読取りを行うことによって、特定の汚染物質が存在するかどうかを判断することができ
る。通信デバイスはその後、特定の汚染物質に対するセンサ閾値を得られるセンサデータ
のレベルと比較して、特定の汚染物質が存在するかどうか判断することができる。センサ
データのレベルは、数値を含むことができ、これに限らないが、振幅、周波数帯域内の振
幅、センサデータのパターン、またはセンサデータの他の特徴を含む、センサデータの特
徴に対応することができる。センサデータのレベルがセンサ閾値より高い場合、その後、
通信デバイス106は対応する汚染物質が存在すると判断することができる。
【０１１３】
　一態様では、特定の汚染物質に対するセンサ閾値は、汚染物質に対する通信デバイス10
6の感度を調節するために調節することができる。例えば、センサ閾値を減少させて、汚
染物質に対する感度を上げることができる。別の例では、センサ閾値を増加させて、誤検
出(偽陽性)の可能性を低くすることができる。
【０１１４】
　一態様では、データ融合センタ125は、特定の汚染物質に対するセンサ閾値を調節する
ために、通信デバイス106にメッセージを送信することができる。例えば、データ融合セ
ンタ125が通信デバイス106から特定の汚染物質に対する誤検出を受信すると、その後、デ
ータ融合センタ125は、将来の誤検出を防ぐように対応するセンサ閾値を上げるために、
通信デバイスにメッセージを送信することができる。データ融合センタ125は、上に論じ
るように、他の隣接する通信デバイス106からの報告に基づいて、誤検出を判断すること
ができる。本態様では、データ融合センタ125からのメッセージは、通信デバイス106内に
記憶されたセンサ閾値、および/または新しいセンサ閾値を調節する量を含むことができ
る。
【０１１５】
　メッセージを受信すると、通信デバイス106は、メッセージ内に示された量によってセ
ンサ閾値を調節し、機械読取可能な媒体206内に更新したセンサ閾値を記憶することがで
きる。別の方法では、通信デバイス106は、機械読取可能な媒体206内に記憶されたセンサ
閾値をメッセージ内の新しいセンサ閾値と置換することができる。センサ閾値は、通信デ
バイス106の機械読取可能な媒体206内にパラメータとして記憶することができる。
【０１１６】
　一態様では、データ融合センタ125は、ある期間にわたって対応する汚染物質に対して
通信デバイス106からの履歴センサデータを分析することによって、通信デバイス106に対
するセンサ閾値を判断することができる。本態様では、データ融合センタ125は、ある期
間にわたって汚染物質に対する履歴センサデータに対する要求を通信デバイス106に送信
することができる。本態様では、通信デバイス106は、機械読取可能な媒体206内に延長期
間にわたるセンサデータを自動的に記憶することができる。
【０１１７】
　要求を受信すると、通信デバイス106は、機械読取可能な媒体206から要求した履歴セン
サデータを取り出し、対応するセンサ閾値と一緒に、取り出した履歴センサデータをデー
タ融合センタ125に送信することができる。データ融合センタ125は、受信した履歴センサ
データおよびセンサ閾値を分析して、通信デバイス106のセンサ閾値を調節するかどうか
判断することができる。
【０１１８】
　図9は、ある期間にわたる通信デバイス106のセンサ320に対する履歴センサデータ910、
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およびセンサ閾値920の例を示すプロットである。プロットは、センサレベルに対する縦
軸、および時間に対する横軸を備えている。この例では、センサデータ910は、時間915で
閾値920上を交差して、対応する汚染物質に対する検出をトリガし、通信デバイス106にデ
ータ融合センタ125に検出の報告を送信させる。検出の報告を受信すると、データ融合セ
ンタ125は、上に論じたように、隣接する通信デバイス106からのマイナス検出の報告に基
づいて検出が誤りであると判断することができる。
【０１１９】
　検出が誤りであると判断した後、データ融合センタ125は、誤検出を送信する通信デバ
イス106から履歴センサデータ910を要求し、受信した履歴センサデータ910を分析するこ
とができる。図9に示す例では、データ融合センタ125は、汚染物質に対する背景レベルが
、履歴データ910に基づいてセンサ閾値920に近いと判断することができる。この判断に基
づいて、データ融合センタ125は、通信デバイス106が通信デバイス106の現在のセンサ閾
値920に対する誤検出の影響を受けやすいと判断することができる。データ融合センタ125
はその後、通信デバイス106からの将来の誤検出を防ぐために、新しいセンサ閾値930まで
センサ閾値を増加させ、新しいセンサ閾値930を通信デバイス106に通信することができる
。
【０１２０】
　したがって、データ融合センタ125は、対応するセンサ閾値を調節することによって、
通信デバイス106のセンサ320の感度をキャリブレーションすることができる。データ融合
センタ125は、通信デバイス106からの履歴センサデータの分析に基づいて、センサ閾値を
調節することができる。例えば、履歴データが汚染物質の背景レベルが通常より高いこと
を示している場合、その後、データ融合センタ125はセンサ閾値を新しいセンサ閾値まで
増加させ、新しいセンサ閾値を通信デバイスに通信することができる。例えば、通信デバ
イス106がネバダの核実験現場の近くに移動された場合に、放射線の背景レベルが増加す
る可能性がある。
【０１２１】
　一態様では、データ融合センタ125は、通信デバイス106からのセンサに対する履歴セン
サデータを周期的に要求および分析し、それに応じて、対応するセンサ閾値を調節するこ
とができる。例えば、センサ320は通常時間の経過と共に劣化して、センサ閾値が時間の
経過と共に増減する必要がある。この例では、データ融合センタ125は、通信デバイス106
からの履歴データを周期的に要求および分析することによって、時間の経過と共にセンサ
320の劣化を監視し、これに応じて対応するセンサ閾値を調節することができる。例えば
、センサ320が時間の経過と共にあまり敏感でなくなった場合、その後、データ融合セン
タ125は、履歴センサデータの対応する低下によってこのような感度の損失を検出するこ
とができる。データ融合センタ125はその後、これに応じてセンサ閾値を低くすることが
できる。履歴センサデータに基づいて、センサ320がもはや有用でない点までセンサが劣
化したことをデータ融合センタ125が判断した場合、その後、データ融合センタ125は、セ
ンサ320を使用するのを停止するように、通信デバイス106にメッセージを送信することが
できる。
【０１２２】
　別の例では、化学物質、生物物質および/または放射線に対する背景レベルは時間の経
過と共に変化する可能性がある。例えば、通信デバイス106がスイミングプールの近くに
移動された場合に、塩素に対する背景レベルが増加する可能性がある。この例では、デー
タ融合センタ125は、ある期間にわたって、通信デバイス106からの履歴データの対応する
増加によって、塩素に対する増加した背景レベルを検出することができる。データ融合セ
ンタ125はその後、これに応じてセンサ閾値を増加させて、塩素ガス攻撃の誤検出を防ぐ
ことができる。汚染物質の背景レベルは、通常起こる微量の汚染物質によるものである可
能性があり、脅威(例えば、テロ攻撃)とはならない。
【０１２３】
　本開示のこれらの態様により、データ融合センタ125が、時間経過よるセンサの劣化、
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環境の変化、センサの物理特徴などに基づいて、通信デバイス106のセンサ閾値を調節す
ることが可能になる。
【０１２４】
通信デバイスの地理的エリアに基づく制御
　特定の態様では、通信デバイス106は、通信デバイスが配置される地理的エリアに基づ
いて、報告パラメータを調節するようにプログラミングすることができる。報告パラメー
タとしては、センサ閾値、報告インターバル、または他の報告パラメータを挙げることが
できる。一態様では、通信デバイス106は、機械読取可能な媒体206内に複数の地理的エリ
ア、および複数の地理的エリアそれぞれに対する1つまたは複数の報告パラメータを記憶
することができる。各地理的エリアは、州、群、市、設備、基地局110のサービスエリア
、伝送装置135のサービスエリアなどによって画定することができる。
【０１２５】
　一態様では、通信デバイス106は、複数の地理的エリア内のどこに、通信デバイス106が
現在配置されているかを判断し、所定の地理的エリアに対応する報告パラメータ(例えば
、センサのセンサ閾値)を使用することができる。通信デバイス106は、位置決めデバイス
315を使用して、どの地理的エリア内に配置されているかを判断することができる。
【０１２６】
　一態様では、複数の地理的エリアそれぞれでは、通信デバイス106は、機械読取可能な
媒体206内にセンサ320に対するセンサ閾値を記憶することができる。本態様では、通信デ
バイス106は、複数の地理的エリアのどこに、通信デバイス106が現在配置されているかを
判断し、対応する汚染物質を検出するために、所定の地理的エリアに対する記憶されたセ
ンサ閾値を使用することができる。本態様では、複数の地理的エリアそれぞれのセンサ閾
値は、地理的エリアの特徴に基づいていてもよい。例えば、センサ閾値は、他の地理的エ
リアより対応する汚染物質に対する背景レベルが高い地理的エリアに対してより高いこと
がある。
【０１２７】
　一態様では、データ融合センタ125は、複数の地理的エリアの1つまたは複数に対する更
新した報告パラメータを通信デバイス106に送信することができる。複数の地理的エリア
の1つに対する更新した報告パラメータを受信すると、通信デバイス106のプロセッサ204
は、地理的エリアに対する前に記憶した報告パラメータを更新した報告パラメータと置換
することができる。例えば、データ融合センタ125は、対応する汚染物質に対するテロリ
ストの脅威が地理的エリア内で報告された場合に、地理的エリア(例えば、市)に対するし
て更新したセンサ閾値を送信することができる。この例では、対応する汚染物質に対する
通信デバイス106の感度を高くするために、更新したセンサ閾値は地理的エリアに対する
前に記憶したセンサ閾値より低いことがある。
【０１２８】
通信デバイスの多数のセンサに基づく制御
　本開示の一態様では、通信デバイス106は、通信デバイス106の別のセンサ320からの測
定に基づいて、注目しているセンサ320に対する報告パラメータ(例えば、センサ閾値)を
調節するように構成することができる。一態様では、他のセンサ320は、注目しているセ
ンサ320に影響を与える環境状態を測定することができる。例えば、他のセンサ320は、注
目しているセンサ320の感度に影響を与える湿度を測定する湿度センサを備えることがで
きる。これに限らないが、圧力センサ、温度センサおよび/またはセンサを含む、注目し
ているセンサ320に影響を与える環境状態を測定する他のセンサ320を使用することもでき
る。
【０１２９】
　一態様では、通信デバイスは、他のセンサ320からの環境状態(例えば、湿度、温度また
は他の状態)の測定に基づいて、注目しているセンサ320に対するセンサ閾値を調節するこ
とができる。本態様では、通信デバイス106は、機械読取可能な媒体206内に異なる範囲の
環境状態、および各範囲の環境状態に対するセンサ閾値を記憶することができる。通信デ
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バイス106は、環境状態のどの範囲に、環境状態の現在の測定が属するか判断し、汚染物
質を検出するために、所定の範囲の環境状態に対応するセンサ閾値を使用することができ
る。
【０１３０】
通信デバイスの再構成
　本開示の一態様では、データ融合センタ125は、通信デバイス106が化学物質、生物物質
および/または放射線を検出するためにセンサデータを解釈する方法を再構成することが
できる。例えば、データ融合センタ125は、通信デバイス106の1つまたは複数のセンサ320
から特定の汚染物質を検出するために、通信デバイス106に更新ソフトウェアを送信する
ことができる。
【０１３１】
　更新ソフトウェアを受信すると、通信デバイス106は、機械読取可能な媒体206内に更新
ソフトウェアを記憶し、センサデータからの特定の汚染物質を検出するように更新ソフト
ウェアを実行することができる。データ融合センタ125はまた、上に論じたように、通信
デバイス106にセンサ320に対する更新センサ閾値を送信することができる。
【０１３２】
報告インターバルおよび報告モードの調節
　本開示の一態様では、通信デバイス106は、機械読取可能な媒体206内にパラメータとし
て記憶された報告インターバルに基づいて汚染物質の検出を報告することができる。一態
様では、報告インターバルは、通信デバイス106に対する隣接する報告時間の間の時間イ
ンターバルを特定することができる。報告時間は、報告を送信するために割り当てられた
時間を指すものとしてよい。報告時間の間の時間インターバルの間、通信デバイス106は
、汚染物質が存在しているかどうかを判断するためにセンサ読取りを行うことができる。
汚染物質が検出された場合、その後、通信デバイス106は、通信デバイス106の機械読取可
能な媒体206内に検出を記憶し、次の報告時間の間に、データ融合センタ125に検出を報告
することができる。
【０１３３】
　一態様では、データ融合センタ125は、通信デバイス106にメッセージを送信して、報告
インターバルを特定することができる。メッセージを受信すると、通信デバイス106は、
機械読取可能な媒体206に受信した報告インターバルを記憶し、記憶した報告インターバ
ルによって分けられた報告時間でデータ融合センタ125に検出を報告することができる。
例えば、データ融合センタ125は、通信デバイス106の近傍で脅威が報告された場合に、報
告インターバルを短くする(報告の頻度を多くする)ことができる。
【０１３４】
　一態様では、データ融合センタ125からのメッセージはまた、第1の報告時間の開始時間
を含むことができ、その後の報告時間がメッセージ内で特定された報告インターバルによ
って分けられる。これにより、データ融合センタ125が、通信デバイス106が報告を送信す
る時間を制御することが可能になる。一態様では、データ融合センタ125は、通信デバイ
スがデータ融合センタ125に報告を送信する時間をずらすために、異なる開始時間を異な
る通信デバイス106に送信することができる。データ融合センタ125は、異なる通信デバイ
ス106が同時に報告を送信するのを防ぐことによって、ネットワーク混雑を少なくするよ
うに、異なる通信デバイス106の報告時間をずらすことができる。
【０１３５】
　一態様では、通信デバイス106は、複数の報告モードの1つを使用して、報告をデータ融
合センタ125に送信することができる。例えば、報告モードの1つでは、通信デバイス106
は、検出データが基づくセンサデータなしで、汚染物質の検出を報告する報告を送信する
ことができる。この例では、報告は検出した汚染物質を識別することができる。報告はま
た、(例えば、位置決めデバイス315によって与えられた位置に基づいて)汚染物質が検出
される位置、および検出の概算時間を示すタイムスタンプを含むことができる。報告モー
ドの別のものでは、通信デバイス106は、汚染物質の検出が基づくセンサデータのいくつ
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かまたは全てを含む報告を送信することができる。データ融合センタ125は、センタデー
タの独立した分析を行うために、報告内のセンサデータを使用することができる。例えば
、データ融合センタ125は、通信デバイス106による検出を検証するために、センサデータ
の独立した分析を行うことができる。一態様では、複数の報告モードは、通信デバイスが
異なる量のセンサデータをデータ融合センタ125に送信する2つ以上の報告モードを含むこ
とができる。
【０１３６】
　一態様では、データ融合センタ125は、要求が複数の報告モードの1つを特定する、報告
に対する要求を通信デバイス106に送信することができる。要求を受信すると、通信デバ
イス106は、要求内で特定された報告モードに基づいて報告を送信することができる。例
えば、要求がセンサデータを含む報告モードを要求が特定する場合、その後、通信デバイ
ス106はセンサデータを含む報告をデータ融合センタ125に送信する。一態様では、データ
融合センタ125が汚染物質の検出を報告する報告を受信すると、データ融合センタ125は、
通信デバイス106に報告の要求を送信して、センタデータを含む報告モードを特定するこ
とができる。通信デバイス106によって受信された報告モードは、通信デバイス106の機械
読取可能な媒体206内にパラメータとして記憶することができる。
【０１３７】
ネットワークからの負荷報告
　本開示の一態様では、ネットワーク処理システム710は、ネットワーク上の負荷を推定
し、データ融合センタ125に推定したネットワーク負荷を報告することができる。例えば
、セルラネットワーク115用のネットワーク処理システム710は、ネットワーク115および
ネットワーク115の容量を使用して、通信デバイスの106の数を推定することができる。ネ
ットワークの容量は、ネットワーク115が(例えば、最小サービス品質で)処理することが
できる通信デバイス106の数であってもよい。この例では、ネットワーク処理システム710
は、ネットワーク115およびネットワーク115の容量を使用して通信デバイスの数を示す、
ネットワーク負荷をデータ融合センタ125に報告することができる。ネットワーク処理シ
ステム710は、これに限らないが、ネットワーク、低下させた通話速度および/または他の
要因を使用して、通信デバイス106の搬送波対干渉(C/I)比を含む負荷を測定するための他
の要因を使用することができる。ネットワーク負荷に影響を与える他の要因としては、ア
クセスチャネル負荷、ページングチャネル負荷、アクティブである通話の数、無線ネット
ワーク(例えば、基地局)上のデータスループット、データネットワーク内の待ち行列遅延
、無線ネットワーク内の待ち行列長さ、および他の要因を挙げることができる。したがっ
て、ネットワーク処理システム710は、ネットワーク負荷を測定するために、異なる要因
のいずれか1つまたは組合せを考慮することができる。
【０１３８】
　ネットワーク処理システム710はまた、セルラネットワーク115の個別の基地局110に対
する負荷を報告することができる。この例では、ネットワーク処理システム710は、基地
局110および基地局110の容量を使用して、通信デバイス106の数に基づいて基地局110に対
する負荷を推定することができる。
【０１３９】
　図7は、ネットワーク負荷を測定し、ネットワーク負荷をデータ融合センタ125に報告す
るために使用することができる、ネットワーク処理システム710の概念ブロック図を示し
ている。ネットワーク処理システム710は、通信デバイス106とデータ融合センタ125の間
の1つまたは複数のデータ経路に沿って位置決めされている。ネットワーク処理システム7
10は、図2に示す処理システム200または他のアーキテクチャを使用して実施することがで
きる。ネットワーク処理システム710は図7の例では、セルラネットワーク115と通信ネッ
トワーク120の間に示されているが、ネットワーク処理システム710は、例えば、測定され
ているネットワーク負荷によって、通信デバイス106とデータ融合センタ125の間で通信シ
ステム100内のどこかに位置決めすることができる。
【０１４０】
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　一態様では、データ融合センタ125は、ネットワーク処理システム710からネットワーク
負荷方向を受信し、受信したネットワーク負荷に基づいて、地理的エリア内の全てのまた
はある割合の通信デバイス106に報告を送信するのを停止させることを決める。例えば、
ネットワーク処理システム710は、セルラネットワーク115の基地局110の負荷を報告する
ことができる。この例では、基地局110の報告された負荷が高い(例えば、閾値より高い)
場合、その後、データ融合センタ125は基地局110のサービスエリア内のある割合の通信デ
バイス106が報告を送信するのを停止することを決めることができる。データ融合センタ1
25は、上に論じた技術または他の技術のいずれかを使用してこれを行うことができる。別
の例では、基地局110の方向された負荷が高い(例えば、閾値より高い)場合、その後、デ
ータ融合センタ125は基地局110のサービスエリア内の通信デバイス106が特定のサービス
分類(例えば、低い優先度サービス)を使用するのを抑制することができる。データ融合セ
ンタ125は、上に論じた技術または他の技術のいずれかを使用してこれを行うことができ
る。
【０１４１】
管理または分析基準に基づく制御
　本開示の一態様では、データ融合センタ125は、管理または分析基準に基づいて、通信
デバイス106を制御することができる。例えば、機関(例えば、米国国土安全保障省)が地
理的エリア(例えば、市)内の高い脅威レベルを判断した場合、その後、データ融合センタ
125は地理的エリア内の通信デバイス106にメッセージを送信して、注目している汚染物質
に対するセンサ閾値を下げることができる。これは、高い脅威レベルに曝された地理的エ
リア内の通信デバイス106の感度を高くするために行うことができる。データ融合センタ1
25はまた、通信デバイスにメッセージを送信して、注目している汚染物質に対して頻繁に
検査を行い、データ融合センタ125に検出をすぐに報告することができる。脅威レベルは
、例えば、ユーザインターフェイス212を使用して、データ融合センタ125に通信すること
ができる。
【０１４２】
　データ融合センタ125は、他の管理または分析基準に基づいて、通信デバイス106を制御
することができる。例えば、分析基準は、地理的エリア内のセンサ320の感度に影響を与
える、地理的エリア内の天候状態(例えば、湿度、大気圧など)を含むことができる。この
例では、データ融合センタ125は、地理的エリア内の天候状態(例えば、湿度)の報告を受
信し、報告された天候状態に基づいて天候状態に敏感なセンサ320に対するセンサ閾値を
判断し、地理的エリア内の通信デバイス106にメッセージを送信して、判断されたセンサ
閾値にしたがってセンサ閾値を調節することができる。地理的エリア内のセンサ320に対
するセンサ閾値はまた、火山噴火、火災などの事象による、地理的エリア内の他の大気変
化に対して調節することができる。
【０１４３】
　管理基準の例では、センサ320が機能的であることを保証するために、機関が地理的エ
リア内のセンサ320のネットワークを検査したいことがある。この例では、機関は、デー
タ融合センタ125に、地理的エリア内の通信デバイス106にメッセージを送信して、センサ
読取りを行い、高速でデータ融合センタ125にセンサ報告を送信するように指示すること
ができる。入力センサ報告により、データ融合センタ125が、地理的エリア内のセンサ320
の機能を判断することが可能になる。例えば、センサ報告がそれぞれのセンサ320の地理
的位置を含んでいる場合、その後、データ融合センタ125は、地理的エリア内の機能セン
サ320の数および地理的分布を判断することができる。データ融合センタ125はその後、機
関に検査結果(例えば、機能センサ320の数および地理的分布)を送信することができる。
機関はまた、データ融合センタ125に、地理的エリア内の通信デバイス106のセンサ閾値お
よび/または報告インターバルを調節するように指示することができる。
【０１４４】
　データ融合センタ125により、機関コンピュータが、(例えば、通信ネットワーク120を
介して)データ融合センタ125に遠隔アクセスして、データ融合センタ125に指示を送信し
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、データ融合センタ125から情報(例えば、検査結果、汚染物質検出の報告など)を受信す
ることが可能になる。機関のスタッフはまた、ユーザインターフェイス212を介してデー
タ融合センタ125にアクセスして、データ融合センタ125に指示を入力し、そこから情報を
受信することができる。したがって、データ融合センタ125は、報告インターバル、セン
サ関与、分析ツールおよび他のパラメータに関連するパラメータに対する遠隔アクセス、
調節および更新を行うことができる。
【０１４５】
　図10は、通信用のプロセス1000の例を示すフローチャートである。プロセス1000は、機
械読取可能な媒体206内に記憶され、プロセッサ204によって実行されるソフトウェアモジ
ュールによって実施することができる。
【０１４６】
　ステップ1010では、プロセス1000は、1つまたは複数のセンサを使用して、装置の外部
の状態を測定することができる。装置は、通信デバイス106であってもよい。ステップ102
0では、プロセス1000は、別の装置によって構成可能な少なくとも1つのパラメータに基づ
いた別の装置への測定に基づいて、データをいつ伝送するかを判断することができる。別
の装置は、データ融合センタ125であってもよく、少なくとも1つのパラメータとしては、
報告インターバル、地理的エリア、または上に論じた例示的なパラメータのいずれかを含
む他のパラメータを挙げることができる。ステップ1030では、プロセス1000はデータを別
の装置に伝送することができる。
【０１４７】
　図11は、本開示の態様による、通信用の装置1100の機能の例を示すブロック図である。
装置は、通信デバイス106であってもよい。装置1100は、1つまたは複数のセンサを使用し
た装置の外部の状態を測定する測定モジュール1110と、別の装置によって構成可能な少な
くとも1つのパラメータに基づいた別の装置への測定に基づいて、データをいつ伝送する
かを判断する判断モジュール1120と、データを別の装置に伝送する伝送モジュール1130と
を備えている。
【０１４８】
　図12は、他の装置を管理する装置で行われるプロセス1200の例を示すフローチャートで
ある。プロセス1200は、機械読取可能な媒体206内に記憶され、プロセッサ204によって実
行されるソフトウェアモジュールによって実施することができる。
【０１４９】
　ステップ1210では、プロセス1200は他の装置から1つまたは複数の報告を受信し、各報
告は、他の装置の各1つの装置における少なくとも1つのセンサ測定に基づくデータを含む
。他の装置は、通信デバイス106であってもよい。ステップ1220では、プロセス1200は他
の装置の少なくとも1つにメッセージを送信し、メッセージは、他の装置の少なくとも1つ
がいつ装置に報告を送信するかを制御する少なくとも1つのパラメータを構成するように
他の装置の少なくとも1つに指示する。
【０１５０】
　図13は、本開示の一態様による、通信装置1300の機能の例を示すブロック図である。装
置は、通信デバイス106であってもよい。装置1300は、他の装置から1つまたは複数の報告
を受信するための受信モジュール1310であって、各報告が他の装置のそれぞれ1つでの少
なくとも1つのセンサ測定に基づくデータを含んでいるモジュールと、他の装置の少なく
とも1つにメッセージを送信する送信モジュール1320であって、メッセージが他の装置の
少なくとも1つがいつ装置に報告を送信するかを制御する少なくとも1つのパラメータを構
成するように他の装置の少なくとも1つに指示するモジュールとを備えている。
【０１５１】
　図14は、報告を管理する装置で行われるプロセス1400の例を示すフローチャートである
。プロセス1400は、機械読取可能な媒体206内に記憶され、プロセッサ204によって実行さ
れるソフトウェアモジュールによって実施することができる。
【０１５２】
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　ステップ1410では、プロセス1400は複数の他の装置から複数の報告を受信する。他の装
置は、通信デバイス106であってもよい。ステップ1420では、プロセス1400は複数の報告
の1つまたは複数をフィルタリングする。ステップ1430では、プロセス1400は残りの複数
の報告を別の装置に転送し、複数の報告はそれぞれ、複数の他の装置のそれぞれ1つにお
けるセンサ測定に基づいたデータを含んでいる。別の装置は、データ融合センタ125であ
ってもよい。
【０１５３】
　図15は、本開示の一態様による、報告を管理する装置1500の機能の例を示すブロック図
である。装置1500は、複数の他の装置から複数の報告を受信する受信モジュール1510と、
複数の報告の1つまたは複数をフィルタリングするフィルタモジュール1520と、残りの複
数の報告を別の装置に転送する転送モジュール1530であって、複数の報告がそれぞれ、複
数の他の装置のそれぞれ1つでのセンサ測定に基づいたデータを含んでいるモジュールと
を備えている。
【０１５４】
　本明細書の教示は、様々な有線または無線装置内に組み込む(例えば、その中で実施す
るまたはそれによって行う)ことができる。いくつかの態様では、通信デバイス106は、ア
クセス端末および各基地局110を備えることができ、無線アクセスノード140およびネット
ワーク処理システム710はアクセスポイントを含むことができる。
【０１５５】
　アクセスポイント(AP)は、ノードB、無線ネットワークコントローラ(RNC)、eノードB、
基地局コントローラ(BSC)、送受信基地局(BTS)、基地局(BS)、送受信機能(TF)、無線ルー
タ、無線送受信機、基地サービスセット(BSS)、拡張サービスセット(ESS)、無線基地局(R
BS)、または他の用語を含む、これらとして実施する、またこれらとして知られているこ
とがある。
【０１５６】
　アクセス端末(AT)は、アクセス端末、加入者局、加入者ユニット、移動局、遠隔局、遠
隔端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイス、ユーザ装置または他の用語
を含む、これらとして実施する、またこれらとして知られていることがある。いくつかの
実施では、アクセス端末としては、セルラ電話、コードレス電話、セッション開始プロト
コル(SIP)電話、無線ローカルループ(WLL)局、携帯情報端末(PDA)、無線接続能力を有す
る手持ち式デバイス、または無線モデムに接続された、いくつかの他の適切な処理デバイ
スを挙げることができる。したがって、本明細書で教示される1つまたは複数の態様は、
電話(例えば、セルラ電話またはスマートフォン)、コンピュータ(例えば、ノートパソコ
ン)、携帯通信デバイス、携帯計算デバイス(例えば、携帯情報端末)、娯楽デバイス(例え
ば、音楽または映像デバイス、または衛星ラジオ)、グローバルポジショニングシステム
デバイス、または無線または有線媒体を介して通信するように構成されたあらゆる他の適
切なデバイスに組み込むことができる。
【０１５７】
　当業者は、本明細書に記載した様々な例示的なブロック、ユニット、要素、構成要素、
方法およびアルゴリズムは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方
の組合せとして実施することができることが分かるであろう。ハードウェアおよびソフト
ウェアのこのような互換性を例示するために、様々な例示的なブロック、ユニット、要素
、構成要素、方法およびアルゴリズムを、機能に関して一般的に記載した。このような機
能がハードウェアまたはソフトウェアとして実施されているかどうかは、特定の応用例、
およびシステム全体に課される設計制約に左右される。当業者は、各特定の応用例に対し
て様々な方法で記載された機能を実施することができる。
【０１５８】
　開示されたプロセス内のステップの特定の順序または階層は、例示的アプローチの例で
あることを理解されたい。設計の好みに基づいて、プロセス内のステップの特定の順序ま
たは階層を再配置することができることを理解されたい。ステップのいくつかは、同時に
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行うことができる。添付の方法クレームは、サンプル順序での様々なステップの要素を提
示するものであり、提示された特定の順序または階層に限ることを意味するものではない
。
【０１５９】
　前の記載は、当業者が本明細書に記載された様々な態様を実施することを可能にするた
めに行われた。これらの態様に対する様々な変更形態は、当業者にはすぐに分かり、本明
細書で定義された一般的原理は他の態様にも適用することができる。したがって、特許請
求の範囲は本明細書に示した態様に限るものではなく、表現した特許請求の範囲と一致す
る範囲に一致するものであることを意図しており、単数の要素への言及は、特にそのよう
に記されていない限り「1つおよび1つだけ」を意味するものではなく、むしろ「1つまた
は複数」を意味するものであることを意図している。当業者に知られている、または後に
知られるようになった本開示全体を通して記載された様々な態様の要素に対する構造的お
よび機能的同等物は全て、本明細書に参照として明示的に援用され、特許請求の範囲によ
って含まれるものであることを意図している。さらに、本明細書には開示されているもの
は、このような開示が特許請求の範囲内に暗示的に引用されているかどうかに関わらず、
公共のものであることを意図したものではない。特許請求の範囲の要素は、要素が「～す
るための手段」という表現を使用して明示的に表現されていない限り、または方法クレー
ムの場合、要素が「～するためのステップ」という表現を使用して言及されていない限り
、米国特許法第112条、第6節の規定により解釈されるべきものではない。
【符号の説明】
【０１６０】
　　100　通信システム
　　106　通信デバイス
　　110　基地局
　　115　セルラネットワーク
　　120　通信ネットワーク
　　125　データ融合センタ
　　130　放送ネットワーク
　　135　伝送装置
　　140　アクセスノード
　　150　インターネットサービスプロバイダ(ISP)
　　155　インターネット
　　200　処理システム
　　202　バス
　　204　プロセッサ
　　206　機械読取可能な媒体
　　208　バスインターフェイス
　　210　ネットワークアダプタ
　　212　ユーザインターフェイス
　　315　位置決めデバイス
　　320　センサ
　　325　センサインターフェイス
　　330　アンテナ
　　405　通信システム
　　410A～410J　サービスエリア
　　710　ネットワーク処理システム
　　805　空間的マップ
　　810　地理的エリア
　　820　地理的エリア
　　830　地理的エリア
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　　910　履歴センサデータ
　　910　センサデータ
　　915　時間
　　920　センサ閾値
　　930　センサ閾値
　　1000　通信用のプロセス
　　1100　通信用の装置
　　1110　測定モジュール
　　1120　判断モジュール
　　1130　伝送モジュール
　　1200　他の装置を管理する装置で行われるプロセス
　　1300　通信装置
　　1310　受信モジュール
　　1320　送信モジュール
　　1400　プロセス
　　1500　報告を管理する装置
　　1510　送信モジュール
　　1520　フィルタモジュール
　　1530　転送モジュール

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年1月4日(2012.1.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　報告を管理する装置であって、
　複数の他の装置から複数の報告を受信し、前記複数の報告はそれぞれ、前記複数の他の
装置のそれぞれ1つにおけるセンサ測定に基づいたデータを含み、
　特定のセンサタイプについて前記複数の報告の1つまたは複数をフィルタリングし、
　前記残りの複数の報告を別の装置に転送する
ように構成されている処理システムを備えた、装置。
【請求項２】
　前記処理システムが、前記別の装置から指示を受信し、前記指示はフィルタリングすべ
き前記複数の報告の一部を示し、前記指示に基づき前記複数の報告の前記1つまたは複数
をフィルタリングするように構成されている請求項1に記載の装置。
【請求項３】
　前記処理システムが、通信ネットワークの負荷を測定し、前記負荷の前記測定を前記別
の装置に報告するように構成されている、請求項1に記載の装置。
【請求項４】
　前記処理システムが、フィルタリングされている前記報告の一部を前記別の装置に報告
するように構成されている、請求項3に記載の装置。
【請求項５】
　前記複数の報告のそれぞれが、前記複数の他の装置の前記それぞれ1つでの汚染物質の
検出を示す、請求項1に記載の装置。
【請求項６】
　報告を管理する装置で実行される方法であって、
　複数の他の装置から複数の報告を受信し、前記複数の報告はそれぞれ、前記複数の他の
装置のそれぞれ1つにおけるセンサ測定に基づいたデータを含むステップと、
　特定のセンサタイプについて前記複数の報告の1つまたは複数をフィルタリングするス
テップと、
　前記残りの複数の報告を別の装置に転送するステップとを含む、方法。
【請求項７】
　前記別の装置から指示を受信し、前記指示はフィルタリングすべき前記複数の報告の一
部を示すステップと、
　前記指示に基づき前記複数の報告の前記1つまたは複数をフィルタリングするステップ
とをさらに含んでいる、請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　通信ネットワークの負荷を測定するステップと、
　前記負荷の前記測定を前記別の装置に報告するステップとを含んでいる、請求項6に記
載の方法。
【請求項９】
　フィルタリングされている前記報告の一部を前記別の装置に報告するステップをさらに
含んでいる、請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数の報告のそれぞれが、前記複数の他の装置の前記それぞれ1つでの汚染物質の
検出を示す、請求項6に記載の方法。
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【請求項１１】
　報告を管理する装置であって、
　複数の他の装置から複数の報告を受信し、前記複数の報告はそれぞれ、前記複数の他の
装置のそれぞれ1つにおけるセンサ測定に基づいたデータを含む手段と、
　特定のセンサタイプについて前記複数の報告の1つまたは複数をフィルタリングする手
段と、
　前記残りの複数の報告を別の装置に転送する手段とを備えた装置。
【請求項１２】
　前記別の装置から指示を受信し、前記指示はフィルタリングすべき前記複数の報告の一
部を示す、手段と、
　前記指示に基づき前記複数の報告の前記1つまたは複数をフィルタリングする手段とを
さらに備えた、請求項11に記載の装置。
【請求項１３】
　通信ネットワークの負荷を測定する手段と、
　前記負荷の前記測定を前記別の装置に報告する手段とを備えた、請求項11に記載の装置
。
【請求項１４】
　フィルタリングされている前記報告の一部を前記別の装置に報告する手段をさらに備え
た、請求項13に記載の装置。
【請求項１５】
　前記複数の報告のそれぞれが、前記複数の他の装置の前記それぞれ1つでの汚染物質の
検出を示す、請求項11に記載の装置。
【請求項１６】
　コンピュータ装置により実行可能な命令を記憶するための機械読取可能な記憶媒体であ
って、前記命令が、装置による実行の際に、前記装置に、
　複数の他の装置から複数の報告を受信させ、前記複数の報告はそれぞれ、前記複数の他
の装置のそれぞれ1つにおけるセンサ測定に基づいたデータを含み、
　特定のセンサタイプについて前記複数の報告の1つまたは複数をフィルタリングさせ、
　前記残りの複数の報告を別の装置に転送させる、
機械読取可能な記憶媒体。
【請求項１７】
　処理システムであって、
　　複数の他の装置から複数の報告を受信し、前記複数の報告がそれぞれ、前記複数の他
の装置のそれぞれ1つにおけるセンサ測定に基づいたデータを含み、
　　特定のセンサタイプについて前記複数の報告の1つまたは複数をフィルタリングし、
　　前記残りの複数の報告を別の装置に転送する
ように構成された処理システムと、
　アンテナと、
　前記アンテナを介して前記複数の報告を受信するように構成された伝送装置とを備えた
、アクセスポイント装置。
【手続補正書】
【提出日】平成24年6月21日(2012.6.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信のための方法であって、
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　装置の外部の状態を測定し、
　他の装置によって構成可能な少なくとも1つのパラメータに基づいて、前記他の装置に
いつデータを転送するかを決定し、
　前記少なくとも１つのパラメータは、
　センサタイプ、
　地理的エリアであって、前記装置の位置が前記地理的エリア内にあるかを決定し、前記
装置の位置が前記地理的エリア内にあるかに基づいて、いつ前記データを転送するか決定
する、ための前記地理的エリア、
　基地局からの範囲であって、前記基地局からの前記装置の距離を決定し、前記基地局か
らの前記装置の距離が前記基地局からの範囲内にあるかに少なくとも基づいて、いつ前記
データを転送するか決定する、ための前記基地局からの範囲、
　セルIDであって、前記装置が前記セルIDに対応するセルにおいてサービスを受けている
かに少なくとも基づき、いつ前記データを転送するか決定する、ための前記セルID、
　の少なくとも１つにより構成される、方法。
【請求項２】
　前記方法は、さらに、１または複数のセンサのセンサタイプと前記センサタイプを比較
し、
　前記比較に少なくとも基づいて、いつ前記データを転送するか決定する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記前記比較に少なくとも基づいていつ前記データを転送するかの決定が、前記センサ
タオプが１つまたは複数のセンサの前記センサタイプと一致した場合、前記データを転送
しないと決定する、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのパラメータは、優先数により構成され、前記方法はさらに前記優
先数を前記装置に割り当てられた数と比較し、前記比較に少なくとも基づいていつ前記デ
ータを転送するか決定する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記いつ前記データを転送するかの決定が、前記優先数が前記装置に割り当てられた数
と一致しない場合、前記データを転送しないと決定する、
　請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記優先数と前記装置に割り当てられた数との比較に少なくとも基づいて、１つまたは
複数のサービスクラスを停止する、
　請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのパラメータは、報告インターバルで構成される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのパラメータは、報告モードにより構成され、該報告モードは前記
データ内に含まれるべきデータ量を特定する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのパラメータは、センサ閾値により構成され、
　前記方法は、前記測定を前記センサ閾値と比較し、前記センサ閾値に対する比較に少な
くとも基づき、いつ前記データを転送するか決定する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記いつ前記データを転送するかの決定は、前記測定が前記センサ閾値以上である場合
に、前記データを転送すると決定する、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記方法は、さらに、第２のセンサからの測定に少なくとも基づき、前記少なくとも１
つのパラメータの補正を行なう、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのパラメータはセンサ閾値により構成される、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第２のセンサは、湿度センサまたは温度センサにより構成される、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記方法は、さらに、前記装置の位置を決定し、前記装置の位置に少なくとも部分的に
基づき、前記データをいつ転送するか決定する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記方法は、さらに、通信ネットワークの負荷を測定し、
　前記負荷の測定に少なくとも基づき、前記データをいつ転送するか決定する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　通信のための方法であって、
　装置の外部の状態を測定し、
　他の装置によって構成可能な少なくとも1つのパラメータに基づいて、前記他の装置に
いつデータを転送するかを決定し、
　通信ネットワークの待ち時間またはページングチャネルに基づく前記通信ネットワーク
の負荷の測定であって、前記負荷の測定に少なくとも基づいて前記データをいつ転送する
か決定する、ための測定を行い、
　前記データを前記他の装置に転送する、方法。
【請求項１７】
　通信のための方法であって、
　装置の外部の状態を測定し、
　他の装置によって構成可能な少なくとも1つのパラメータに基づいて、前記他の装置に
いつデータを転送するかを決定し、
　前記装置の位置する地理的エリアに少なくとも基づいて、少なくとも１つのパラメータ
を構成し、
　前記データを前記他の装置に転送する、方法。
【請求項１８】
　請求項１から１７のいずれかの方法を実施するための手段を備えた、通信装置。
【請求項１９】
　請求項１から１７のいずれかの方法を前記装置に実行させる命令を記録する、装置読み
取り可能な記録媒体。
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