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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ）をサポートする際に用いる方法であって、
　第１のピアデバイスを用いて、
　ピア・ツー・ピア位置決め動作と関連付けられたＰＰＴ要求メッセージを、無線通信リ
ンクを通して別のデバイスから受信することと、
　前記ＰＰＴ要求メッセージに応答して、少なくとも第１の割り当てられたタイムスロッ
トのうちの第１の部分の間に、少なくとも第１のＰＰＴビーコン信号を、少なくとも第２
のピアデバイスに送信することと、
　少なくとも前記第１の割り当てられたタイムスロットのうちの第２の部分、あるいは、
少なくとも第２の割り当てられたタイムスロットの一部の間に、少なくとも第２のＰＰＴ
ビーコン信号を、少なくとも前記第２のピアデバイスに選択的に送信することと、
　を備え、
　前記少なくとも第２のＰＰＴビーコン信号を選択的に送信することは、前記別のデバイ
スからの、ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応答メッセージが受信されな
かった場合に、少なくとも前記第２のＰＰＴビーコン信号を送信することを備える、
方法。
【請求項２】
　前記別のデバイスは、基地局および／またはネットワークリソースのうちの少なくとも
１つを備える、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記ＰＰＴ要求メッセージは、前記第１の割り当てられたタイムスロットおよび／また
は前記第２の割り当てられたタイムスロットのうちの少なくとも１つを識別する、請求項
１に記載の方法。
【請求項４】
　少なくとも前記第２のＰＰＴビーコン信号を選択的に送信することは、前記第２のＰＰ
Ｔビーコン信号を送信する前に、ある時間期間の間待つことを備える、請求項１に記載の
方法。
【請求項５】
　前記ある時間期間は、実質的にランダムな時間期間を備える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　少なくとも前記第１のＰＰＴビーコン信号を送信することは、第１の送信電力レベルで
前記第１のＰＰＴビーコン信号を送信することを備え、少なくとも前記第２のＰＰＴビー
コン信号を選択的に送信することは、前記第１の送信電力レベルとは選択的に異なる第２
の送信電力レベルで前記第２のＰＰＴビーコン信号を送信することを備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項７】
　ピア・ツー・ピア位置決め動作によって、少なくとも部分的に決定されたターゲット移
動局のロケーションを識別するロケーション情報を前記別のデバイスから受信することを
さらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ロケーション情報は、暗号化されて、前記別のデバイスから受信される、請求項７
に記載の方法。
【請求項９】
　ピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ）をサポートするように作動させられる第１のデバ
イスに用いる装置であって、
　ピア・ツー・ピア位置決め動作と関連付けられたＰＰＴ要求メッセージを、無線通信リ
ンクを通して別のデバイスから受信するための手段と、
　前記ＰＰＴ要求メッセージに応答して、少なくとも第１の割り当てられたタイムスロッ
トのうちの第１の部分の間に、少なくとも第２のピアデバイスへの少なくとも第１のＰＰ
Ｔビーコン信号の送信を開始するための手段と、
　少なくとも前記第１の割り当てられたタイムスロットのうちの第２の部分、あるいは、
少なくとも第２の割り当てられたタイムスロットの一部の間に、少なくとも前記第２のピ
アデバイスへの、少なくとも第２のＰＰＴビーコン信号の送信を選択的に開始するための
手段と
　を備え、
　前記少なくとも第２のＰＰＴビーコン信号の送信を選択的に開始するための手段は、前
記別のデバイスからの、ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応答メッセージ
が受信されなかった場合に、少なくとも前記第２のＰＰＴビーコン信号の送信を開始する
ための手段を備える、
装置。
【請求項１０】
　前記別のデバイスは、基地局および／またはネットワークリソースのうちの少なくとも
１つを備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記ＰＰＴ要求メッセージは、前記第１の割り当てられたタイムスロットおよび／また
は前記第２の割り当てられたタイムスロットのうちの少なくとも１つを識別する、請求項
９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第２のＰＰＴビーコン信号を送信する前に、ある時間期間の間待つための手段をさ
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らに備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ある時間期間は、実質的にランダムな時間期間を備える、請求項１２に記載の装置
。
【請求項１４】
　前記少なくとも前記第１のＰＰＴビーコン信号の送信を開始するための手段は、第１の
送信電力レベルでの前記第１のＰＰＴビーコン信号の送信を開始するための手段をさらに
備え、
　前記少なくとも前記第２のＰＰＴビーコン信号の送信を選択的に開始するための手段は
、前記第１の送信電力レベルとは選択的に異なる第２の送信電力レベルでの前記第２のＰ
ＰＴビーコン信号の送信を開始するための手段を備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１５】
　ピア・ツー・ピア位置決め動作によって、少なくとも部分的に決定されたターゲット移
動局のロケーションを識別するロケーション情報を前記別のデバイスから受信するための
手段をさらに備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ロケーション情報は、暗号化されて、前記別のデバイスから受信される、請求項１
５に記載の装置。
【請求項１７】
　装置であって、
　無線通信リンクを介して別のデバイスからのピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ）要求
メッセージで受信された情報を記憶するように有効に作動させられるメモリと、
　前記メモリに結合され、前記記憶された情報にアクセスし、少なくともそれに部分的に
基づいて、前記ＰＰＴ要求メッセージに応答して、少なくとも第１の割り当てられたタイ
ムスロットのうちの第１の部分の間に、少なくとも第１のＰＰＴビーコン信号の送信を開
始し、少なくとも前記第１の割り当てられたタイムスロットのうちの第２の部分、あるい
は、少なくとも第２の割り当てられたタイムスロットの一部の間に、少なくとも第２のＰ
ＰＴビーコン信号の送信を選択的に開始するように有効に作動させられる処理ユニットと
　を備え、
　前記処理ユニットは、前記別のデバイスからの、ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了
させる肯定応答メッセージが受信されなかった場合に、少なくとも前記第２のＰＰＴビー
コン信号の送信を選択的に開始するように有効に作動させられる、
装置。
【請求項１８】
　前記ＰＰＴ要求メッセージは、ピア・ツー・ピア位置決め動作と関連付けられる、請求
項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記別のデバイスは、基地局および／またはネットワークリソースのうちの少なくとも
１つを備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ＰＰＴ要求メッセージは、前記第１の割り当てられたタイムスロットおよび／また
は前記第２の割り当てられたタイムスロットのうちの少なくとも１つを識別する、請求項
１７に記載の装置。
【請求項２１】
　前記処理ユニットは、前記第２のＰＰＴビーコン信号の送信を開始する前に、ある時間
期間の間待つように有効に作動させられる、請求項１７に記載の装置。
【請求項２２】
　前記ある時間期間は、実質的にランダムな時間期間を備える、請求項２１に記載の装置
。
【請求項２３】
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　前記第１のＰＰＴビーコン信号が、第１の送信電力レベルで送信され、送信されると、
前記第２のＰＰＴビーコン信号が、前記第１の送信電力レベルとは選択的に異なる第２の
送信電力レベルで送信される、請求項１７に記載の装置。
【請求項２４】
　前記処理ユニットは、ピア・ツー・ピア位置決め動作によって、少なくとも部分的に決
定されたターゲット移動局のロケーションを識別する、前記メモリからのロケーション情
報にアクセスするように有効に作動させられる、請求項１７に記載の装置。
【請求項２５】
　前記ロケーション情報は、前記別のデバイスによって暗号化されている、請求項２４に
記載の装置。
【請求項２６】
　コンピュータ実施可能命令群を格納したコンピュータ可読媒体を備える製品であって、
前記コンピュータ実施可能命令群は、１つ以上の処理ユニットによって実施されると、１
つ以上の処理ユニットが
　無線通信リンクを通して、別のデバイスから受信されるピア・ツー・ピア三辺測量（Ｐ
ＰＴ）要求メッセージと関連付けられた情報にアクセスし、
　少なくともそれに部分的に基づいて、
　　少なくとも第１の割り当てられたタイムスロットのうちの第１の部分の間に、少なく
とも第１のＰＰＴビーコン信号の送信を開始し、
　　少なくとも前記第１の割り当てられたタイムスロットのうちの第２の部分、あるいは
、少なくとも第２の割り当てられたタイムスロットの一部の間に、少なくとも第２のＰＰ
Ｔビーコン信号の送信を選択的に開始し、
　前記１つ以上の処理ユニットによって実施されると、前記１つ以上の処理ユニットが、
前記別のデバイスからの、ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応答メッセー
ジが受信されなかった場合に、少なくとも前記第２のＰＰＴビーコン信号の送信を選択的
に開始するように有効に作動させられる、
　ように有効に作動させられる、製品。
【請求項２７】
　前記ＰＰＴ要求メッセージは、ピア・ツー・ピア位置決め動作と関連付けられる、請求
項２６に記載の製品。
【請求項２８】
　前記別のデバイスは、基地局および／またはネットワークリソースのうちの少なくとも
１つを備える、請求項２６に記載の製品。
【請求項２９】
　前記ＰＰＴ要求メッセージは、前記第１の割り当てられたタイムスロットおよび／また
は前記第２の割り当てられたタイムスロットのうちの少なくとも１つを識別する、請求項
２６に記載の製品。
【請求項３０】
　前記１つ以上の処理ユニットによって実施されると、前記１つ以上の処理ユニットが、
前記第２のＰＰＴビーコン信号の送信を開始する前に、ある時間期間の間待つように有効
に作動させられるコンピュータ実施可能命令群をさらに備える、請求項２６に記載の製品
。
【請求項３１】
　前記ある時間期間は、実質的にランダムな時間期間を備える、請求項３０に記載の製品
。
【請求項３２】
　前記第１のＰＰＴビーコン信号が、第１の送信電力レベルで送信され、送信されると、
前記第２のＰＰＴビーコン信号が、前記第１の送信電力レベルとは選択的に異なる第２の
送信電力レベルで送信される、請求項２６に記載の製品。
【請求項３３】
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　前記１つ以上の処理ユニットによって実行されると、前記１つ以上の処理ユニットが、
ピア・ツー・ピア位置決め動作によって、少なくとも部分的に決定されたターゲット移動
局のロケーションを識別するロケーション情報にアクセスするように有効に作動させられ
るコンピュータ実施可能命令群をさらに備える、請求項２６に記載の製品。
【請求項３４】
　前記ロケーション情報は、前記別のデバイスによって暗号化されている、請求項３３に
記載の製品。
【請求項３５】
　方法であって、
　ピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ）要求メッセージを、無線通信リンクを通して別の
デバイスから受信することと、
　現在の位置決定を決定することと、
　第１の割り当てられたタイムスロットの間にターゲット移動局から第１のＰＰＴビーコ
ン信号を受信するか、あるいは、第１の割り当てられたタイムスロットまたは別の割り当
てられたタイムスロットのうちのいずれかの間に、前記ターゲット移動局からの第２のＰ
ＰＴビーコン信号を受信することと、
　前記ＰＰＴ要求メッセージに応答して、前記受信された第１または第２のＰＰＴビーコ
ン信号と関連付けられた擬似距離および／または経路損失のうちの少なくとも１つを決定
することと、
　前記現在の位置決定、および、擬似距離および／または経路損失のうちの少なくとも１
つと関連付けられた情報を備える少なくとも１つの報告メッセージを前記別のデバイスに
送信することと、
　ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応答メッセージを前記別のデバイスか
ら受信することと
　を備える方法。
【請求項３６】
　前記ＰＰＴ要求メッセージは、ピア・ツー・ピア位置決め動作と関連付けられる、請求
項３５に記載された方法。
【請求項３７】
　前記別のデバイスは、基地局および／またはネットワークリソースのうちの少なくとも
１つを備える、請求項３５に記載の方法。
【請求項３８】
　前記ＰＰＴ要求メッセージは、前記第１の割り当てられたタイムスロットおよび／また
は前記別の割り当てられたタイムスロットのうちの少なくとも１つを識別する、請求項３
５に記載の方法。
【請求項３９】
　装置であって、
　ＰＰＴ要求メッセージを、別のデバイスから受信するための手段と、
　現在の位置決定を決定するための手段と、
　第１の割り当てられたタイムスロットの間にターゲット移動局から第１のＰＰＴビーコ
ン信号を受信するか、あるいは、前記第１の割り当てられたタイムスロットまたは別の割
り当てられたタイムスロットのうちのいずれかの間に前記ターゲット移動局からの第２の
ＰＰＴビーコン信号を受信するための手段と、
　前記ＰＰＴ要求メッセージに応答して、前記受信された第１または第２のＰＰＴビーコ
ン信号と関連付けられた擬似距離および／または経路損失のうちの少なくとも１つを決定
するための手段と、
　前記現在の位置決定、および、擬似距離および／または経路損失のうちの少なくとも１
つと関連付けられた情報を備える少なくとも１つの報告メッセージを前記別のデバイスに
送信するための手段と、
　ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応答メッセージを前記別のデバイスか



(6) JP 5529256 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

ら受信するための手段と
　を備える装置。
【請求項４０】
　前記ＰＰＴ要求メッセージは、ピア・ツー・ピア位置決め動作と関連付けられる、請求
項３９に記載された装置。
【請求項４１】
　前記別のデバイスは、基地局および／またはネットワークリソースのうちの少なくとも
１つを備える、請求項３９に記載された装置。
【請求項４２】
　前記ＰＰＴ要求メッセージは、前記第１の割り当てられたタイムスロットおよび／また
は前記別の割り当てられたタイムスロットのうちの少なくとも１つを識別する、請求項３
９に記載された装置。
【請求項４３】
　装置であって、
　無線通信リンクを通して、別のデバイスから、ピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ）要
求メッセージで受信された情報を記憶するように有効に作動させられるメモリと、
　前記メモリに結合された処理ユニットであって、
　　現在の位置決定にアクセスし、
　　第１の割り当てられたタイムスロットの間のターゲット移動局からの第１のＰＰＴビ
ーコン信号、あるいは、前記第１の割り当てられたタイムスロットまたは別の割り当てら
れたタイムスロットのいずれかの間の前記ターゲット移動局からの第２のＰＰＴビーコン
信号と関連付けられた擬似距離および／または経路損失のうちの少なくとも１つを決定し
、
　　前記現在の位置決定、および、擬似距離および／または経路損失のうちの少なくとも
１つと関連付けられた情報を備える少なくとも１つの報告メッセージの、前記別のデバイ
スへの送信を開始する
　ように有効に作動させられる処理ユニットと、
　を備え、
　前記少なくとも１つの報告メッセージは、前記ＰＰＴ要求メッセージに応答して提供さ
れ、
　前記処理ユニットは、前記別のデバイスからの肯定応答メッセージに応答して、ピア・
ツー・ピア位置決め動作を終了させるように有効に作動させられる、
装置。
【請求項４４】
　前記ＰＰＴ要求メッセージは、ピア・ツー・ピア位置決め動作と関連付けられる、請求
項４３に記載された装置。
【請求項４５】
　前記別のデバイスは、基地局および／またはネットワークリソースのうちの少なくとも
１つを備える、請求項４３に記載の装置。
【請求項４６】
　前記ＰＰＴ要求メッセージは、前記第１の割り当てられたタイムスロットおよび／また
は前記別の割り当てられたタイムスロットのうちの少なくとも１つを識別する、請求項４
３に記載の装置。
【請求項４７】
　コンピュータ実施可能命令群を格納するコンピュータ可読媒体を備える製品であって、
前記コンピュータ実施可能命令群は、１つ以上の処理ユニットによって実行されると、前
記１つ以上の処理ユニットが、
　別のデバイスからの、ピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ）要求メッセージと関連付け
られた情報にアクセスし、
　現在の位置決定にアクセスし、
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　第１の割り当てられたタイムスロットの間でのターゲット移動局からの第１のＰＰＴビ
ーコン信号、あるいは、前記第１の割り当てられたタイムスロットまたは別の割り当てら
れたタイムスロットのうちのいずれかの間での前記ターゲット移動局からの第２のＰＰＴ
ビーコン信号と関連付けられた擬似距離および／または経路損失のうちの少なくとも１つ
を決定し、
　前記現在の位置決定、および、擬似距離および／または経路損失のうちの少なくとも１
つと関連付けられた情報を備える少なくとも１つの報告メッセージの、前記別のデバイス
への送信を開始するように有効に作動させられ、
　前記少なくとも１つの報告メッセージは、前記ＰＰＴ要求メッセージへの応答を備え、
　さらに、前記１つ以上の処理ユニットによって実行されると、前記１つ以上の処理ユニ
ットが、前記別のデバイスからの肯定応答メッセージに応答して、ピア・ツー・ピア位置
決め動作を終了させるように有効に作動させられるコンピュータ実施可能命令群を備える
、
製品。
【請求項４８】
　前記ＰＰＴ要求メッセージは、ピア・ツー・ピア位置決め動作と関連付けられる、請求
項４７に記載された製品。
【請求項４９】
　前記別のデバイスは、基地局および／またはネットワークリソースのうちの少なくとも
１つを備える、請求項４７に記載の製品。
【請求項５０】
　前記ＰＰＴ要求メッセージは、前記第１の割り当てられたタイムスロットおよび／また
は前記別の割り当てられたタイムスロットのうちの少なくとも１つを識別する、請求項４
７に記載の製品。
【請求項５１】
　方法であって、
　ピア・ツー・ピア位置決め動作を求める要求を受信することと、
　前記ピア・ツー・ピア位置決め動作を求める前記要求に応答して、前記ピア・ツー・ピ
ア位置決め動作のために、少なくとも１つの割り当てられたタイムスロットを確立するこ
とと、
　各々が、対応するピアデバイスによってターゲット移動局から受信された、少なくとも
１つのピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ）ビーコン信号と関連付けられた擬似距離およ
び／または経路損失のうちの少なくとも１つを識別する複数の報告メッセージを複数のピ
アデバイスから選択的に受信することと、
　少なくとも前記報告メッセージの一部に、少なくとも部分的に基づいて、前記ターゲッ
ト移動局のロケーションを算出することと、
　前記ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応答メッセージを送信することと
、
　を備え、
　前記複数の報告メッセージを前記複数のピアデバイスから選択的に受信することは、前
記ターゲット移動局の前記ロケーションを算出するのに十分な報告メッセージが受信され
たか否かを決定し、十分な報告メッセージが受信された場合、前記ピア・ツー・ピア位置
決め動作を終了させる前記肯定応答メッセージを送信することを備える、
方法。
【請求項５２】
　前記ターゲット移動局の前記算出されたロケーションと関連付けられた情報を少なくと
も１つのデバイスに送信することをさらに備える、請求項５１に記載の方法。
【請求項５３】
　前記ターゲット移動局についての粗いロケーション推定、前記ターゲット移動局の周辺
と関連付けられた少なくとも１つのセクタまたはセル、および／または、前記ターゲット
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移動局の前記周辺と関連付けられた少なくとも１つの隣接セクタまたはセルのうちの少な
くとも１つに少なくとも部分的に基づいて、前記ピア・ツー・ピア位置決め動作をサポー
トする複数のピアデバイスを識別することをさらに備える、請求項５１に記載の方法。
【請求項５４】
　前記複数の報告メッセージを前記複数のピアデバイスから選択的に受信することは、前
記ターゲット移動局の前記ロケーションを算出するのに十分な報告メッセージが、第１の
割り当てられたタイムスロットの間に受信されたか否かを決定し、十分な報告メッセージ
が前記第１の割り当てられたタイムスロットの間に受信されなかった場合、前記ピア・ツ
ー・ピア位置決め動作のために少なくとも第２の割り当てられたタイムスロットを確立す
ることをさらに備える、請求項５１に記載の方法。
【請求項５５】
　装置であって、
　ピア・ツー・ピア位置決め動作を求める要求を受信するための手段と、
　前記ピア・ツー・ピア位置決め動作を求める前記要求に応答して、前記ピア・ツー・ピ
ア位置決め動作のために少なくとも１つの割り当てられたタイムスロットを確立するため
の手段と、
　各々が、対応するピアデバイスによってターゲット移動局から受信された、少なくとも
１つのピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ）ビーコン信号と関連付けられた擬似距離およ
び／または経路損失のうちの少なくとも１つを識別する複数の報告メッセージを複数のピ
アデバイスから選択的に受信するための手段と、
　少なくとも前記報告メッセージの一部に、少なくとも部分的に基づいて、前記ターゲッ
ト移動局のロケーションを算出するための手段と、
　前記ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応答メッセージを送信するための
手段と、
　前記ターゲット移動局の前記ロケーションを算出するのに十分な報告メッセージが受信
されたか否かを決定し、十分な報告メッセージが受信された場合、前記ピア・ツー・ピア
位置決め動作を終了させる前記肯定応答メッセージを送信するための手段と
　を備える装置。
【請求項５６】
　前記ターゲット移動局の前記算出されたロケーションと関連付けられた情報を少なくと
も１つのデバイスに送信するための手段をさらに備える、請求項５５に記載の装置。
【請求項５７】
　前記ターゲット移動局についての粗いロケーション推定、前記ターゲット移動局の周辺
と関連付けられた少なくとも１つのセクタまたはセル、および／または、前記ターゲット
移動局の前記周辺と関連付けられた少なくとも１つの隣接セクタまたはセルのうちの少な
くとも１つに少なくとも部分的に基づいて、前記ピア・ツー・ピア位置決め動作をサポー
トする複数のピアデバイスを識別するための手段をさらに備える、請求項５５に記載の装
置。
【請求項５８】
　前記ターゲット移動局の前記ロケーションを算出するのに十分な報告メッセージが、第
１の割り当てられたタイムスロットの間に受信されたか否かを決定するための手段と、
　十分な報告メッセージが第１の割り当てられたタイムスロットの間に受信されなかった
場合に、前記ピア・ツー・ピア位置決め動作のために少なくとも第２の割り当てられたタ
イムスロットを確立するための手段と
　をさらに備える、請求項５５に記載の装置。
【請求項５９】
　装置であって、
　ピア・ツー・ピア位置決め動作を求める要求で、ターゲット移動局から受信された情報
と、各々が、対応するピアデバイスによってターゲット移動局から受信された、少なくと
も１つのピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ）ビーコン信号と関連付けられた擬似距離お
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よび／または経路損失のうちの少なくとも１つを識別する、複数のピアデバイスからの複
数の報告メッセージとを記憶するように有効に作動させられるメモリと、
　前記メモリに結合された処理ユニットであって、
　前記メモリにアクセスし、
　　前記ピア・ツー・ピア位置決め動作のために少なくとも１つの割り当てられたタイム
スロットを確立し、
　　報告メッセージ内の前記情報の少なくとも一部に、少なくとも部分的に基づいて、前
記ターゲット移動局のロケーションを算出し、
　　前記ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応答メッセージの送信を開始す
る
　ように有効に作動させられる処理ユニットと
　を備え、
　前記処理ユニットは、前記ターゲット移動局の前記ロケーションを算出するのに十分な
報告メッセージが受信されたか否かを決定し、十分な報告メッセージが受信された場合、
前記ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる前記肯定応答メッセージを送信するよう
に有効に作動させられる、
装置。
【請求項６０】
　前記処理ユニットは、前記ターゲット移動局の前記算出されたロケーションと関連付け
られた情報の、少なくとも１つのデバイスへの送信を開始するように有効に作動させられ
る、請求項５９に記載の装置。
【請求項６１】
　前記処理ユニットは、前記ターゲット移動局についての粗いロケーション推定、前記タ
ーゲット移動局の周辺と関連付けられた少なくとも１つのセクタまたはセル、および／ま
たは、前記ターゲット移動局の前記周辺と関連付けられた少なくとも１つの隣接セクタま
たはセルのうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて、前記ピア・ツー・ピア
位置決め動作をサポートする複数のピアデバイスを識別するように有効に作動させられる
、請求項５９に記載の装置。
【請求項６２】
　前記処理ユニットは、前記ターゲット移動局の前記ロケーションを算出するのに十分な
報告メッセージが、第１の割り当てられたタイムスロットの間に受信されたか否かを決定
するように有効に作動させられ、十分な報告メッセージが第１の割り当てられたタイムス
ロットの間に受信されなかった場合、前記処理ユニットは、前記ピア・ツー・ピア位置決
め動作のために少なくとも第２の割り当てられたタイムスロットを確立するように有効に
作動させられる、請求項５９に記載の装置。
【請求項６３】
　コンピュータ実施可能命令群を格納するコンピュータ可読媒体を備える製品であって、
前記コンピュータ実施可能命令群は、１つ以上の処理ユニットによって実施されると、前
記１つ以上の処理ユニットが、
　ピア・ツー・ピア位置決め動作を求める要求で、ターゲット移動局から受信される情報
を記憶するように有効に作動させられるメモリと、各々が、対応するピアデバイスによっ
てターゲット移動局から受信された少なくとも１つのピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ
）ビーコン信号と関連付けられた擬似距離および／または経路損失のうちの少なくとも１
つを識別する、複数のピアデバイスからの複数の報告メッセージとにアクセスし、
　前記ピア・ツー・ピア位置決め動作のために少なくとも１つの割り当てられたタイムス
ロットを確立し、
　報告メッセージ内の前記情報の少なくとも一部に、少なくとも部分的に基づいて、前記
ターゲット移動局のロケーションを算出し、
　前記ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応答メッセージの送信を開始する
　ように有効に作動させられ、
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　さらに、前記１つ以上の処理ユニットによって実施されると、前記１つ以上の処理ユニ
ットが、前記ターゲット移動局の前記ロケーションを算出するのに十分な報告メッセージ
が受信されたか否かを決定し、十分な報告メッセージが受信された場合、前記ピア・ツー
・ピア位置決め動作を終了させる前記肯定応答メッセージを送信するように有効に作動さ
せられるコンピュータ実施可能命令群を備える、
製品。
【請求項６４】
　前記１つ以上の処理ユニットによって実施されると、前記１つ以上の処理ユニットが、
前記ターゲット移動局の前記算出されたロケーションと関連付けられた情報の、少なくと
も１つのデバイスへの送信を開始するように有効に作動させられるコンピュータ実施可能
命令群をさらに備える、請求項６３に記載の製品。
【請求項６５】
　前記１つ以上の処理ユニットによって実施されると、前記１つ以上の処理ユニットが、
前記ターゲット移動局についての粗いロケーション推定、前記ターゲット移動局の周辺と
関連付けられた少なくとも１つのセクタまたはセル、および／または、前記ターゲット移
動局の前記周辺と関連付けられた少なくとも１つの隣接セクタまたはセルのうちの少なく
とも１つに少なくとも部分的に基づいて、前記ピア・ツー・ピア位置決め動作をサポート
する複数のピアデバイスを識別するように有効に作動させられるコンピュータ実施可能命
令群をさらに備える、請求項６３に記載の製品。
【請求項６６】
　前記１つ以上の処理ユニットによって実施されると、前記１つ以上の処理ユニットが、
前記ターゲット移動局の前記ロケーションを算出するのに十分な報告メッセージが、第１
の割り当てられたタイムスロットの間に受信されたか否かを決定するように有効に作動さ
せられ、十分な報告メッセージが前記第１の割り当てられたタイムスロットの間に受信さ
れなかった場合、前記処理ユニットは、前記ピア・ツー・ピア位置決め動作のために少な
くとも第２の割り当てられたタイムスロットを確立するように有効に作動させられるコン
ピュータ実施可能命令群をさらに備える、請求項６３に記載の製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に開示される主題は、電子デバイスに関し、より詳細には、無線通信システム
で用いる電子デバイスに使用するための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムおよびデバイスは、急速に、デジタル情報領域において最も普及して
いるテクノロジのうちの１つになりつつある。衛星およびセルラ電話サービス、並びに、
別の同様の無線通信ネットワークは、すでに地球全体に広がっている。加えて、様々なタ
イプおよびサイズの新しい無線システム（例えば、ネットワーク）が、日々、追加され、
固定およびポータブルの両方の多量のデバイス間に接続性を提供する。これらの無線シス
テムの多くは、さらにより多くの通信および情報の共有を促すために、別の通信システム
およびリソースを通して互いに結合される。実際、いくつかのデバイスが、２つ以上の無
線通信システムと通信することは稀ではなく、この傾向は、増加しているように見える。
【０００３】
　一般的でますます重要となる別の無線テクノロジは、ナビゲーションシステムとデバイ
ス、および、特に、ＧＰＳ（全地球測位システム）および別の類似したＧＮＳＳ（全地球
的衛星航法システム）などの衛星測位システム（satellite positioning system：ＳＰＳ
）を含む。ＳＰＳ受信機は、例えば、ＧＮＳＳの複数の軌道衛星によって送信される無線
ＳＰＳ信号を受信しうる。ＳＰＳ信号が受信されると、それは、例えば、セルラ電話のよ
うなＳＰＳ受信機経路を有するデバイスと関連付けられた地球時間、近似地理的ロケーシ
ョン、高さ、および／または速度を決定するために処理されうる。
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【０００４】
　別の位置決め技術（positioning technique）も知られており、無線ネットワークのカ
バレッジエリア内にあるセルラ電話などの移動デバイスの位置付けに使用可能である。例
えば、様々なシグナリング／タイミング技術は、三辺測量および／または別の類似プロセ
スに基づいてセルラ電話のロケーションを決定するか、あるいは推定するために用いられ
うる。
【発明の概要】
【０００５】
　無線ネットワークにおいてピア・ツー・ピア位置決め動作に使用するための方法および
装置が提供される。
【０００６】
　例として、ある態様に従い、無線通信リンクを通してＰＰＴ要求メッセージを別のデバ
イスから受信することと、ＰＰＴ要求メッセージに応答して、少なくとも第１の割り当て
られたタイムスロットの第１の部分の間に、少なくとも第１のＰＰＴビーコン信号を送信
することと、少なくとも第１の割り当てられたタイムスロットの第２の部分、または、少
なくとも第２の割り当てられたタイムスロットの一部の間に、少なくとも第２のＰＰＴビ
ーコン信号を選択的に送信することと、を含む方法が実施されうる。
【０００７】
　ある例示的なインプリメンテーションにおいて、ＰＰＴ要求メッセージは、ピア・ツー
・ピア位置決め動作と関連付けられ、および／または、「別のデバイス」は、基地局、タ
ーゲット移動局、ピアデバイス、ネットワークリソース、および／または、別の同様のデ
バイスを含みうる。ＰＰＴ要求メッセージは、例えば、第１の割り当てられたタイムスロ
ットおよび／または第２の割り当てられたタイムスロットのうちの少なくとも１つを識別
しうる。
【０００８】
　ある例示的なインプリメンテーションにおいて、少なくとも第２のＰＰＴビーコン信号
を選択的に送信することは、第２のＰＰＴビーコン信号を送信する前に、ある時間期間の
間、待つことを含みうる。１つの例において、ある時間期間は、実質的にランダムな時間
期間を実際に含む。
【０００９】
　ある例示的なインプリメンテーションにおいて、第１のＰＰＴビーコン信号は、第１の
送信電力レベルで送信され、第２のＰＰＴビーコン信号は、第１の送信電力レベルとは異
なりうる第２の電力レベルで選択的に送信されうる。
【００１０】
　ある例示的なインプリメンテーションにおいて、例えば、「別のデバイス」からの、ピ
ア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応答メッセージが受信されなかった場合に
、第２のＰＰＴビーコン信号が送信されうる。
【００１１】
　ある例示的なインプリメンテーションにおいて、方法は、さらに、ロケーション情報を
「別のデバイス」から受信することを含み、そのロケーション情報は、ピア・ツー・ピア
位置決め動作によって少なくとも部分的に決定された、ターゲット移動局のロケーション
を識別しうる。そのようなロケーション情報は暗号化されうる。
【００１２】
　さらなる例として、ある態様に従って、無線通信リンクを通して別のデバイスからＰＰ
Ｔ要求メッセージで受信された情報を記憶するように有効に作動するメモリと、そのメモ
リに結合され、記憶された情報にアクセスし、少なくともそれに部分的に基づき、ＰＰＴ
要求メッセージに応答して、少なくとも第１の割り当てられたタイムスロットの第１の部
分の間に、少なくとも第１のＰＰＴビーコン信号の送信を開始し、少なくとも第１の割り
当てられたタイムスロットの第２の部分、または、少なくとも第２の割り当てられたタイ
ムスロットの一部の間に、少なくとも第２のＰＰＴビーコン信号の送信を選択的に開始す
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るように有効に作動する処理ユニットとを含む装置が提供されうる。
【００１３】
　さらなる例として、ある態様に従って、１つ以上の処理ユニットによって実施されると
、１つ以上の処理ユニットに、無線通信リンクを通して別のデバイスから受信されるＰＰ
Ｔ要求メッセージと関連付けられた情報にアクセスさせ、少なくともそれに部分的に基づ
いて、少なくとも第１の割り当てられたタイムスロットの第１の部分の間に、少なくとも
第１のＰＰＴビーコン信号の送信を開始し、少なくとも第１の割り当てられたタイムスロ
ットの第２の部分、または、少なくとも第２の割り当てられたタイムスロットの一部の間
に、少なくとも第２のＰＰＴビーコン信号の送信を選択的に開始するように有効に作動す
るコンピュータ実施可能命令群を格納するコンピュータ可読媒体を含む製品（article of
 manufacture）が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、あるインプリメンテーションに従って、ピア・ツー・ピア三辺測量（Ｐ
ＰＴ）スキームを実施するように作動させられうる例示的な無線ネットワークを示すブロ
ック図である。
【図２】図２は、例えば、あるインプリメンテーションに従って、ＰＰＴスキームの一部
として、図１のような無線ネットワークにおけるデバイス間の例示的な情報またはメッセ
ージフローを示す。
【図３】図３は、例えば、あるインプリメンテーションに従って、ＰＰＴスキームを実行
するか、あるいはサポートするために、ターゲット移動局において実施されうる方法の例
示的なフロー図を示す。
【図４】図４は、例えば、あるインプリメンテーションに従って、ＰＰＴスキームを実行
するか、あるいはサポートするために、ノマディックピアデバイス（nomadic peer devic
e）において実施されうる方法の例示的なフロー図を示す。
【図５】図５は、例えば、あるインプリメンテーションに従って、ＰＰＴスキームを実行
するか、あるいはサポートするために、専用ピアデバイス（dedicated peer device）に
おいて実施されうる方法の例示的なフロー図を示す。
【図６】図６は、例えば、あるインプリメンテーションに従って、ＰＰＴスキームを実行
するか、あるいはサポートするために、基地局において実施されうる方法の例示的なフロ
ー図を示す。
【図７】図７は、例えば、あるインプリメンテーションに従って、ＰＰＴスキームを実行
するか、あるいはサポートするために、無線ネットワークにおいて実施されうる方法の例
示的なフロー図を示す。
【図８】図８は、例えば、あるインプリメンテーションに従って、ＰＰＴスキームを実行
するか、あるいはサポートするために、無線ネットワークにおいて実施されうる別の方法
の例示的なフロー図を示す。
【図９】図９は、例えば、無線ネットワークに含まれ、あるインプリメンテーションに従
って、ＰＰＴ動作の少なくとも一部を実行するか、あるいはサポートするように有効に作
動させられる例示的なデバイスを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　非限定的および非網羅的な態様が、以下の図に関して記述される。ここにおいて、同様
の参照番号は、別段の指定がない限り、様々な図面全体を通して同様の部分を指す。
【００１６】
　移動局（ＭＳ）が建物内に位置する場合に、および／または、そうなければ、ＳＰＳ信
号を受信するＭＳの能力が何らかの方法で限定される環境の中に位置する場合に、ＭＳの
位置の決定（例えば、推定）を助けるために、別の技術が用いられる必要がある。いくつ
かの例示的な技術は、例えば、ＭＳのロケーションを決定（fix）するために複数の基地
局（ＢＳ）から送信されるパイロットチャネルからの測定を利用するＡＦＬＴ（Advanced
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 Forward Link Trilateration）または観察到着時間差（Ｏ－ＴＤＯＡ: Observed Time D
ifference of Arrival）などの地上ネットワークに基づく解法を含みうる。しかしながら
、そのような技術は、例えば、ＢＳとＭＳとの（時々、大きい）距離を理由に、十分な精
度を常に提供するわけではなく、結果として生じる距離測定においてマルチパス誤差をも
たらす可能性がある。
【００１７】
　本明細書に記述される方法および装置は、例えば、場合によっては、ターゲットＭＳと
関与ピアデバイスとの間の距離がより短いことにより、ＳＰＳ位置決定（ＳＰＳ positio
n fix）を実行すること、および／または、場合によっては、ターゲットＭＳについての
位置精度を改善することができないＭＳにロケーション情報を提供しうる、本明細書にお
いて「ＰＰＴ」スキームと呼ばれるピア・ツー・ピア三辺測量スキームの一部として実施
されうる。
【００１８】
　下にさらに詳細に記述されるように、ＰＰＴスキームは、ＭＳによって送受信される逆
方向リンク信号を使用する位置決め技術と考えられうる。多くの場合、ターゲットＭＳは
、そのＭＳが建物の中にいる場合、あるいは、ＳＰＳ信号が、何らかの方法で、激しく、
遮断、減衰、および／または、影響される環境の中にいる場合、ＳＰＳ信号を使用して（
例えば、Ａ－ＧＰＳを使用して）も、それ自体のロケーションの決定を獲得することがで
きない。例えば、ＰＰＴスキームを用いることによって、建物またはそのような環境の中
にいるターゲットＭＳは、近くに位置するピアデバイス、また、場合によっては、建物／
環境の外にあるピアデバイス（例えば、別のＭＳ）が検出できるような少なくとも１つの
「ビーコン」信号（例えば、逆方向リンク信号、アクセスプローブ信号、および／または
、同様のもの）を送信することができる。例えば、これらのピアデバイスは、ビーコン信
号についての到着時間（ＴＯＡ）を測定しうる。例えば、３つ以上のＴＯＡが、３つ以上
のピアデバイスから獲得されると、ターゲットＭＳの位置を決定することが可能となる。
ある例示的なインプリメンテーションにおいて、１つ以上のピアデバイスは、ＳＰＳ信号
および／またはＳＰＳ時間に対して内部クロックを同期させうるＳＰＳ機能を備えうる。
【００１９】
　ある例示的なＰＰＴスキームのインプリメンテーションは、さらに、または、あるいは
、ピアデバイスが、同様のビーコン信号または別の類似したビーコン信号を送信し、ター
ゲットＭＳが対応するＴＯＡを測定するように作動させられうる。両方の場合において、
ターゲットＭＳ内のクロック誤差は、ＴＯＡ測定のうちの全てまたはいくつかにＴＯＡ誤
差をもたらす可能性があるが、そのようなＴＯＡ誤差は、例えば、本明細書で提供される
ようなある位置決め技術を用いて無くすことができる（例えば、相殺されうる）。
【００２０】
　より詳細に下に記述されるさらなる態様に従って、ＰＰＴスキームは、どのピアデバイ
スが地理的にターゲットＭＳの近くにあり、場合によっては、あるＰＰＴ動作のサポート
に利用可能であるかを、発見、警告、および／あるいは、決定するように作動させられう
る。
【００２１】
　本明細書に記述される位置決定技術は、無線広域エリアネットワーク（ＷＷＡＮ）、無
線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰ
ＡＮ）など、様々な無線通信ネットワークに対して使用されうる。「ネットワーク」およ
び「システム」という用語は、しばしば、交換可能に使用されうる。ＷＷＡＮは、符号分
割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波
数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）ネッ
トワーク、単一キャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワークなどであり
うる。ＣＤＭＡネットワークは、ｃｄｍａ２０００、広域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）など
、１つ以上の無線アクセステクノロジ（ＲＡＴ）を実施しうる。Ｃｄｍａ２０００は、Ｉ
Ｓ－９５、ＩＳ－２０００、およびＩＳ－８５６標準を含む。ＴＤＭＡネットワークは、
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ＧＳＭ（登録商標）（Global System for Mobile Communications）、Ｄ－ＡＭＰＳ（Dig
ital Advanced Mobile Phone System）、または、ある別のＲＡＴを実施しうる。ＧＳＭ
およびＷ－ＣＤＭＡは、「第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）」という
名称の団体からの文書に記述されている。Ｃｄｍａ２０００は、「第３世代パートナーシ
ッププロジェクト２（３ＧＰＰ２）」という名称の団体からの文書に記述されている。３
ＧＰＰおよび３ＧＰＰ２の文書は、公に入手可能である。ＷＬＡＮは、ＩＥＥＥ ８０２.
１１ｘネットワークであり、ＷＰＡＮは、Bluetooth（登録商標）ネットワーク、ＩＥＥ
Ｅ ８０２.１５ｘ、または、ある別のタイプのネットワークでありうる。当技術も、ＷＷ
ＡＮ、ＷＬＡＮ、および／またはＷＰＡＮのあらゆる組み合わせに対して使用されうる。
【００２２】
　ＭＳ（および／または、ＢＳ等）は、さらに、衛星、または、同様のものから信号を受
信し、それは、各々が、概して、本明細書で衛星測位システム（ＳＰＳ）と呼ばれうる全
地球測位システム（ＧＰＳ）、ガリレオ、ＧＬＯＮＡＳＳ、ＮＡＶＳＴＡＲ、ＧＮＳＳ、
これらのシステムの組み合わせから衛星を使用するシステム、または、将来開発される任
意のＳＰＳからの信号でありうる。
【００２３】
　さらに、本明細書に記述される方法および装置は、擬似衛星、または衛星と擬似衛星と
の組み合わせを利用する位置決め決定システムと共に使用されうる。擬似衛星は、ＳＰＳ
時間と同期されうる、Ｌ帯域の（または別の周波数の）キャリア信号に変調されたＰＮコ
ードまたは別のレンジングコード（例えば、ＧＰＳまたはＣＤＭＡセルラ信号に類似した
）を報知する地上に置かれた送信機を含みうる。そのような送信機の各々は、リモート受
信機による識別を可能にするように、一意的なＰＮコードが割り当てられうる。擬似衛星
は、トンネル、坑内、建物、アーバンキャニオンまたは別の閉鎖的エリアの中など、軌道
衛星からのＳＰＳ信号が利用不可能な状況で有益でありうる。擬似衛星の別のインプリメ
ンテーションは、無線ビーコンとして知られている。「衛星（satellite）」という用語
は、本明細書で使用される場合、擬似衛星、擬似衛星と同等のもの、および、場合によっ
ては別のものを含むことが企図されうる。「ＳＰＳ信号（ＳＰＳ signal）」という用語
は、本明細書で使用される場合、擬似衛星または擬似衛星と同等のものからのＳＰＳに類
似した信号を含むことが企図される。
【００２４】
　本明細書で使用される際、移動局（mobile station：ＭＳ）は、セルラまたは別の無線
通信デバイス、パーソナル通信システム（ＰＣＳ）デバイス、パーソナルナビゲーション
デバイス、パーソナル情報マネジャ（ＰＩＭ）、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ラップトップ
、または、無線通信を受信することができる別の適切な移動デバイスのようなデバイスを
指す。「移動局」という用語は、衛星信号の受信、支援データの受信、および／または、
位置関連処理が、デバイスで発生するか、ＰＮＤで発生するかに関係なく、短距離無線、
赤外線、有線接続、または、別の接続などによって、パーソナルナビゲーションデバイス
（ＰＮＤ）と通信するデバイスを含むことが企図されうる。さらに、「移動局」は、例え
ば、インターネット、ＷｉＦｉ、または別のネットワークを介して、且つ、衛星信号の受
信、支援データの受信、および／または、位置関連処理が、デバイスで発生するか、サー
バで発生するか、または、ネットワークと関連付けられた別のデバイスで発生するかに関
係なく、サーバと通信することができる無線通信デバイス、コンピュータ、ラップトップ
等を含む全てのデバイスを含むことが企図されうる。上記のあらゆる動作可能な組み合わ
せは、「移動局」とみなされる。
【００２５】
　本明細書に記述された方法は、アプリケーションに依存して、様々な手段で実施されう
る。例えば、これらの方法論は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、または
、それらの組み合わせに実施されうる。ハードウェア実施の場合、１つ以上の処理ユニッ
トは、１つ以上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）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、
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フィールドプログラマブルゲートアレイ（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、本明細書に記述された機能を実
行するように設計された別の電子ユニット、あるいは、それらの組み合わせで実施される
。
【００２６】
　ファームウェアおよび／またはソフトウェア実施の場合、方法は、本明細書に記述され
た機能を実行するモジュール（例えば、手順、機能など）で実施されうる。命令群を実体
的に組み込む任意の機械可読媒体が、本明細書に記述された方法を実施する際に使用され
うる。例えば、ソフトウェアコードは、ＭＳのメモリに記憶され、ＭＳの処理ユニットに
よって実行されうる。メモリは、処理ユニットの中で、および／または、処理ニットの外
で実施されうる。本明細書に使用される際、「メモリ（memory）」という用語は、長期、
短期、揮発性、不揮発性、または、その他あらゆるタイプのメモリを指し、任意の特定の
メモリのタイプまたはメモリの数、あるいは、メモリが格納される媒体のタイプに限定さ
れない。
【００２７】
　ソフトウェアに実施された場合、方法またはその一部をインプリメントする機能は、コ
ンピュータ読み取り可能媒体上の１つ以上の命令群またはコードとして記憶および／また
は送信されうる。コンピュータ可読媒体は、製品（article of manufacture）の形態をと
りうる。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体、および／または、ある箇所か
ら別の箇所へのコンピュータプログラム移送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体を含
みうる。記憶媒体は、コンピュータまたは同様のデバイスによりアクセスされることがで
きる任意の利用可能な媒体である。それに制限されない例として、そのようなコンピュー
タ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光学ディスク記
憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、もしくはコンピュータによ
ってアクセスされることができ、命令群やデータ構造形で所望のプログラムコードを搬送
または記憶するために使われる任意の別媒体を備えうる。さらに、任意の接続は適切にコ
ンピュータ可読媒体と呼ばれる。例えば、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、撚線対
、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、マイクロ波などの無線テクノロ
ジを使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースからソフトウェアが送信
されると、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、撚線対、ＤＳＬ、または赤外線、無線
、マイクロ無線などの無線テクノロジは媒体の定義に含まれる。ディスク（ｄｉｓｋ）と
ディスク（ｄｉｓｃ）は、本明細書で使用される際、コンパクトディスク（ＣＤ）、レー
ザディスク、光ディスク、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）
ディスク、ブルーレイ（登録商標）ディスクを含みうる。ディスク（ｄｉｓｋ）は通常磁
気作用によってデータを再生し、ディスク（ｄｉｓｃ）はレーザーで光学的にデータを再
生する。上記の組み合わせも、コンピュータ可読媒体の範囲に含まれるべきである。
【００２８】
　「命令群（Instructions）」は、本明細書で言及される際、１つ以上の論理的動作を表
す表現に関する。例えば、命令群は、１つ以上の動作を１つ以上のデータオブジェクトに
実行するために機械によって解釈可能であることにより、「機械可読」でありうる。しか
しながら、これは、単に、ある命令群の例であり、請求される主題は、この限りではない
。別の例において、本明細書で言及された場合、命令群は、符号化されたコマンドを含む
コマンドセットを有する処理ユニットによって実行可能な符号化されたコマンドに関係し
うる。そのような命令群は、処理ユニットが理解する機械言語の形態で符号化されうる。
重ねて、これらは、単に、ある命令群の例であり、請求される主題は、この限りではない
。
【００２９】
　別段、明言されていない限り、次の議論から明らかなように、本明細書全体を通して、
「処理する（processing）」、「計算する（computing）」、「算出する（calculating）
」、「選択する（selecting）」、「形成する（forming）」、「作動させる（enabling）
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」、「抑制する（inhibiting）」、「位置付ける（locating」）、「終了させる（termin
ating）」、「識別する（identifying）」、「開始する（initiating）」、「検出する（
detecting）」、 「獲得する（obtaining）」、「ホストする（hosting）」、「管理する
（maintaining）」、「表現する（representing）」、「推定する（estimating）」、「
減らす（reducing）」、「関連付ける（associating）」、「受信する（receiving）」、
「送信する（transmitting）」、「決定する（determining）」および／または、同様の
用語を利用した議論が、計算プラットフォームのプロセッサ、メモリ、レジスタ、および
／または、別の、情報を記憶、送信、受信、および／または、ディスプレイするデバイス
内の、物理電子および／または磁気量および／または別の物理量として表されるデータを
操作および／または変換するコンピュータまたは同様の電子計算デバイスのような計算プ
ラットフォームによって実行されうる動作および／またはプロセス指すことが認識される
。そのような動作および／またはプロセスは、例えば、記憶媒体に記憶された機械可読命
令群の制御下で、計算プラットフォームによって実行されうる。そのような、機械可読命
令群は、例えば、計算プラットフォーム（例えば、処理回路の一部として組み込まれるか
、または、そのような処理回路に外付けである）の一部として含まれる記憶媒体に記憶さ
れたソフトウェアまたはファームウェアを備えうる。さらに、別段明言されていない限り
、フロー図、または、その他に関して本明細書に記述されるプロセスは、さらに、そのよ
うな計算プラットフォームによって、全体的または部分的に実行および／または制御され
うる。
【００３０】
　無線通信ネットワークは、音声、データ、メッセージ、および／または、同様のものな
ど、様々な通信サービスを提供するために広く展開される。これらのネットワークは、様
々なネットワークリソースを共有することによって複数のユーザをサポートすることがで
きる。そのような多元接続ネットワークの例は、ＣＤＭＡネットワーク、ＴＤＭＡネット
ワーク、および、ＦＤＭＡネットワークを含む。
【００３１】
　Ｅ９１１勧告（Ｅ９１１ mandate）と、ロケーションベースサービス（ＬＢＳ）への関
心の増加により、かなりの数のモバイルロケーションテクノロジが、この市場に導入され
ている。一般的なテクノロジの１つは、ＧＰＳを使用して、ＭＳのロケーションを決定す
るＡ－ＧＰＳである。Ａ－ＧＰＳの場合、ＢＳは、ＭＳが従来のＧＰＳデバイスよりも迅
速にＳＰＳ信号（本明細書において、例えば、ＧＰＳ信号）を衛星から獲得することがで
きるように支援情報をＭＳに提供しうる。ＡＦＬＴおよびＯ－ＴＤＯＡなどの別のテクノ
ロジは、複数のＢＳによって送信されたパイロットチャネルからの測定を利用して、ＭＳ
のロケーションを決定する。上で紹介されたように、ＰＰＴスキームは、距離測定および
位置決定のためにピアデバイス（例えば、ＭＳなど）を使用しうる。下のセクションにお
いて、ターゲットＭＳ、複数のピアデバイス、および、少なくとも１つのＢＳに関し、Ｐ
ＰＴスキームの一部として作動されうるある態様および機能を示すために、いくつかの例
示的なトランザクションフローが提示される。
【００３２】
　ＢＳと、ターゲットＭＳと、ピアデバイス（例えば、ノマディックＭＳおよび／または
専用のＭＳおよび／または別のデバイス）との間のいくつかの例示的なコラボレーション
が、あるＰＰＴスキームに従ってここに提示されるであろう。そのようなＰＰＴスキーム
におけるいくつかの考慮は、ノマディックピアデバイスをいつウェイクアップするか、タ
ーゲットＭＳがいつビーコンを送信すべきか、ピアデバイス（ノマディックおよび専用の
両方の）が、それらの測定をいつ報告すべきか、ノマディックデバイスが、いつＰＰＴモ
ードから別の（例えば、標準の）動作モードに戻るべきかを決定することを含みうる。こ
れらの、および、別の考慮が次に取り扱われる。本明細書に提示された例において、常に
、ＢＳが実行しうる動作が参照されうる。しかしながら、そのような動作が、ある例示的
なインプリメンテーションにおいて、実際に、ＢＳの一部であるか、あるいは、そうでは
ないネットワーク内の１つ以上の別のエンティティによって、全体的または部分的に実行
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されることは認識されるべきである。
【００３３】
　そのようなＰＰＴスキームにおけるさらなる考慮は、ＰＰＴスキームをサポートするた
めに使用されうるピアデバイスをどのように識別するかを含みうる。この考慮および別の
考慮が、後続セクションにおいて取り扱われるであろう。
【００３４】
　ここで、あるインプリメンテーションに従ってＰＰＴスキームを実施するように作動さ
れうる例示的な無線ネットワーク１００を示すブロック図である図１が参照される。
【００３５】
　この例における無線ネットワーク１００は、複数のＭＳ １０２－１、１０２－２、１
０２－３、１０２－４、１０２－５、１０２－６、１０２－７、・・・、１０２－ｔを含
む。ここで、ＭＳ １０２－ｔは、ロケーションが決定（例えば、推定）されるべきター
ゲットＭＳを表す。ＭＳ １０２－１、１０２－２、１０２－３、１０２－４、１０２－
５、１０２－６、１０２－７は、複数のノマディックピアデバイスを表す。デバイス１０
６－１、１０６－２、１０６－３、１０６－４は、複数の専用ピアデバイスを表す。
【００３６】
　これら様々なデバイスは、全体または一部がＢＳ １０４によってサービス提供される
カバレッジエリア内に配列され、ターゲットＭＳ １０２－ｔと、適用可能なピアデバイ
スとの間の測定を協調するように作動されうる。ここで、例えば、適用可能なピアデバイ
ス（ノマディックまたは専用の）は、それ自体とターゲットＭＳ １０２－ｔとの距離を
推定するか、あるいは決定し、そのような測定／情報をＢＳ １０４に送り返すように作
動されうる。例えば、ＢＳ １０４は、様々な測定／情報を集めるように作動されうる。
ＢＳ １０４は、ターゲットＭＳ １０２－ｔの位置を算出し、および／または、ターゲッ
トＭＳ １０２－ｔの位置を算出するために、受信された測定を別のネットワークリソー
ス（例えば、別のＢＳ、ネットワークサーバ、位置決定エンティティ（ＰＤＥ）、および
／または、同様のもの）に送るように作動されうる。
【００３７】
　図１において点線のセル境界線で示されるように、複数のセルおよび／またはセクタが
、動作的に確立され、および／あるいは、作動されうる。
【００３８】
　さらに、ネットワーク１００内の様々な別のデバイスにＳＰＳ信号を送信しうるＳＰＳ
 １１０が、図１の例示的なインプリメンテーションに示される。
【００３９】
　図２は、ＰＰＴスキームのための、ターゲットＭＳ、ノマディックピアデバイス、およ
び、ＢＳの間での例示的な情報またはメッセージフロー２００の実施形態を示す。ノマデ
ィックデバイスは、例えば、ＳＰＳ（例えば、Ａ－ＧＰＳ、ＧＰＳ等）および逆方向リン
ク（ＲＬ）機能性を有するＭＳを含みうる。この例について、ＢＳは、ターゲットＭＳに
ついてのロケーション決定を開始する要求メッセージＡ１をターゲットＭＳに送りうる。
ターゲットＭＳがＳＰＳ機能性を有していない場合、あるいは、ＳＰＳ信号に基づいた位
置決定を提供できない場合、ターゲットＭＳは、ＰＰＴ動作を要求する要求メッセージＡ
２をＢＳに送りうる。ＢＳによって送られたメッセージＡ１は、ターゲットＭＳ自体が位
置決め要求を開始した場合、任意である。このように、あるインプリメンテーションにお
いて、ターゲットＭＳは、ＳＰＳ位置決定を省略し、要求メッセージＡ２を直接ＢＳに送
ることができる。
【００４０】
　ＢＳは、ターゲットＭＳから要求メッセージＡ２を受信すると、ターゲットＭＳに近い
ノマディックピアデバイスに、ＰＰＴ動作に参加するように要求するか、あるいは知らせ
るためにメッセージＡ３を送信する。例えば、メッセージＡ３は、ウェイクアップコマン
ドを含み、プロセスＩＤ、これらのピアデバイスがターゲットＭＳの送信ビーコンを受信
しようと試みるための１つ以上のタイムスロット、ターゲットＭＳのビーコンを検出する
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ためのロングコードマスク、および／または、ターゲットＭＳおよび／またはピアデバイ
スにとって有益でありうる別の構成情報を指定しうる。ウェイクアップコマンドの受信に
応じて、ピアデバイスは、ＳＰＳ機能性（例えば、搭載Ａ－ＧＰＳ、ＧＰＳエンジン等）
を開始し、および／あるいは、それを有効に作動させる／それにアクセスする。それらの
現在の位置の決定に成功したピアデバイスは、ターゲットＭＳによって送信されるビーコ
ンについてのＲＬの受信を試みる。ＳＰＳ信号を使用してそれらの現在の位置の決定に成
功しなかった、および／または、別の理由で、要求されたＰＰＴ動作をサポートすること
ができないピアデバイスは、例えば、それらの前の動作モードに戻る。
【００４１】
　要求されたＰＰＴをサポートすることができ、且つ、それらの位置の決定に成功したピ
アデバイスは、例えば、ＳＰＳ信号から獲得されるか、あるいは決定されうるＳＰＳ時間
にローカルデバイス時間を適切に同期しうる。そのようなピアデバイス間の時間の同期は
、例えば、Ｗ－ＣＤＭＡ（ＵＭＴＳ）を実施するＵＭＴＳ（万国移動通信システム）ネッ
トワークのような非同期ネットワークにおいて、ＰＰＴスキームが実施されることを可能
にする。
【００４２】
　さらに、ＢＳからのメッセージＡ３が、ターゲットＭＳによって受信されうる。メッセ
ージＡ３によって指定されたタイムスロットに到達すると、ターゲットＭＳは、１つ以上
のビーコンＡ４の送信を開始しうる。そのようなビーコン送信は終了するように時間調整
され、および／または、肯定応答メッセージ（ＡＣＫ）Ａ５が、例えば、ＢＳから受信さ
れると終了されうる。例えば、ｃｄａｍ２０００ネットワークにおいて、ビーコンは、逆
アクセスチャネル（Ｒ－ＡＣＨ）または逆エンハンスドアクセスチャネル（Ｒ－ＥＡＣＨ
）上にアクセスプローブを含みうる。ビーコン内で、ターゲットＭＳは、例えば、受信側
のピアデバイスが、経路損失測定を確立すること、ビーコンの送信元を区別することなど
を可能にする送信電力情報、プロセスＩＤ、および／または、別の類似情報を提供しうる
。
【００４３】
　ピアデバイスは、ターゲットＭＳから送信されるＲＬビーコンＡ４を受信および検出し
、それ自体とターゲットＭＳとの距離と関連付けられた擬似距離（pseudorange）または
別の類似情報を推定するように作動させられうる。擬似距離測定または別の類似情報に加
えて、ピアデバイスは、例えば、受信信号電力を測定し、および／または、経路損失を測
定するように作動させられうる。ピアデバイスが、ターゲットＭＳによって送信されたビ
ーコンを検出すると、そのピアデバイスは、例えば、メッセージＡ６を介して、ある情報
をＢＳに報告しうる。メッセージＡ６において、例えば、ピアデバイスは、それ自体のロ
ケーション、擬似距離、経路損失測定、および／または同様のものを報告しうる。ＢＳは
、メッセージＡ６を介して様々なピアデバイスから受信された情報の全てまたは一部を使
用して、ターゲットＭＳのロケーションを決定しうる。
【００４４】
　例えば、ピアデバイスは、ＢＳによって送られたＡＣＫメッセージＡ５を受信するよう
に作動させられうる。ピアデバイスが、ＢＳからのＡＣＫを検出すると、ピアデバイスは
、ＰＰＴ動作のサポートを停止し、別の動作モードに切り替わることができる。
【００４５】
　図２に示されるように、ＢＳは、プロセス終了メッセージＡ７を、ターゲットＭＳ（お
よび、場合によっては、１つ以上のピアデバイス）に送信しうる。プロセス終了メッセー
ジＡ７は、ＰＰＴ動作が終了した（例えば、完了した）ことを受信側のデバイスに知らせ
ることができる。ターゲットＭＳのロケーション情報もまた、プロセス終了メッセージＡ
７に含まれうる。あるインプリメンテーションにおいて、そのようなターゲットＭＳのロ
ケーション情報は、例えば、さらなるセキュリティをターゲットＭＳのユーザに提供する
ためにデータ暗号化技術を使用して、プロセス終了メッセージＡ７に組み込まれうる。
【００４６】
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　図３は、例えば、メッセージフロー２００（図２）に従って、ＰＰＴスキームを実行す
るか、あるいはサポートするために、ターゲットＭＳ １０２－ｔ（図１）で実施されう
る方法３００の例示的なフロー図を示す。
【００４７】
　ブロック３０２において、ロケーション決定が望まれるか否かが決定されうる。ここで
、例えば、ロケーション決定（または、ＰＰＴ動作）が、メッセージＡ１を通して要求さ
れるか、または、ロケーション決定は、ターゲットＭＳ内のローカル開始に起因しうる。
ブロック３０２において、ターゲットＭＳは、直接ＰＰＴモードで開始する（ブロック３
０８にジャンプする）か、あるいは、最初に、ＳＰＳモード、および／または、ｃｄｍａ
２００の場合のＡＦＬＴのような別の類似したネットワークベースの位置決め解法を試み
るかを選択しうる。
【００４８】
　ブロック３０４において、この例の場合、ＳＰＳモードが試され、それが失敗するか、
または、不適切であると思われる（例えば、ＱｏＳによって決定されるような、所望の精
度を満たさない）場合、方法３００は、ネットワークベースの位置決め解法が試されうる
ブロック３０６に移動しうる。ネットワークベースの位置決め解法が、失敗するか、また
は、不適切であると思われる（例えば、ＱｏＳによって決定されるような、所望の精度を
満たさない）場合、方法３００はブロック３０８に移動しうる。ブロック３０８において
、ターゲットＭＳは、ＰＰＴ動作を要求するために、要求メッセージＡ２をＢＳに送信し
うる。ＰＰＴが直接開始される場合、ブロック３０８はブロック３０２からも到達されう
る。
【００４９】
　ブロック３１０において、要求されたＰＰＴ動作を確認するメッセージＡ３がＢＳから
受信されたか否かが決定されうる。ブロック３１０において、メッセージＡ３が受信され
なかった場合、方法３００はブロック３０８に戻る。ブロック３１０において、メッセー
ジＡ３が受信された場合、方法３００は、ブロック３１２に進みうる。
【００５０】
　メッセージＡ３は、例えば、ターゲットＭＳがビーコンＡ４を送信しうる１つ以上のタ
イムスロットを割り当てることができる。ブロック３１２において、ターゲットＭＳは、
割り当てられたタイムスロットが発生するまで待つ。ブロック３１４において、ターゲッ
トＭＳは、例えば、割り当てられたタイムスロットの全部または一部の間に、ビーコンＡ
４を送信しうる。ある例示的なインプリメンテーションにおいて、ビーコンＡ４は、例え
ば、ｃｄｍａ２０００の場合、アクセスプローブまたは同様のものを含み、および／また
は、それに類似している。
【００５１】
　ブロック３２０において、ターゲットＭＳは、ＡＣＫ Ａ５メッセージをチェックする
間、ある時間期間（例えば、既定の時間期間またはランダムな時間期間か、あるいは、ヌ
ルまたは名目の時間期間）の間、待ちうる。
【００５２】
　ブロック３１６において、ターゲットＭＳが、ＡＣＫ Ａ５メッセージを基地局から（
または、場合によっては別のデバイスから）受信したか否かが決定されうる。ＡＣＫ Ａ
５メッセージが受信されなかった場合、方法３００は、同じタイムスロットの間に、おそ
らくは、増強された送信電力で別のビーコンを送信するためにブロック３１４に戻るか、
または、１つ以上の連続の割り当てられたタイムスロットで別のビーコンを送信するため
にブロック３１２に戻りうる。ＡＣＫ Ａ５メッセージが受信された場合、ブロック３１
８において、ターゲットＭＳは、次のタイムスロットまで待つか否かを決定しうる。ブロ
ック３１８で「はい」の場合、方法３００は、ブロック３１２に戻り、「いいえ」の場合
、方法は終了しうる。
【００５３】
　図４は、例えば、メッセージフロー２００（図２）に従ってＰＰＴスキームを実行する
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か、あるいはサポートために、ＭＳ １０２－１（図１）のようなノマディックピアデバ
イスで実施されうる方法４００の例示的なフロー図を示す。
【００５４】
　ブロック４０２において、ウェイクアップコマンドまたは類似のＡ３メッセージが受信
されうる。ブロック４０４において、ノマディックピアデバイスは、それ自体のロケーシ
ョンを決定すること、および、場合によっては、ＳＰＳ時間に同期することを（必要に応
じて）試みるために、ＳＰＳ（例えば、Ａ－ＧＰＳ、ＧＰＳ等）エンジンまたは別の類似
した機能性（または利用可能な情報）を開始するか、あるいは、それにアクセスしうる。
ブロック４０６において、ピアデバイスが、それ自体のロケーションの決定（および、適
用可能な場合に、ＳＰＳ時間への同期）に成功したか否かが決定されうる。ピアデバイス
が、それ自体のロケーションの決定（および、適用可能な場合に、ＳＰＳ時間への同期）
に成功しなかった場合、方法４００は終了しうる。ピアデバイスが、それ自体のロケーシ
ョンの決定（および、適用可能な場合に、ＳＰＳ時間への同期）に成功した場合、方法４
００は、ブロック４０７に進みうる。ブロック４０７において、方法４００は、ＢＳが、
ダイバーシティビーコンを送信するようにターゲットモバイルを構成した場合に、タイム
スロットを待つことを含みうる。
【００５５】
　ブロック４０８において、ピアデバイスは、ターゲットＭＳによって送信されたＲＬビ
ーコンＡ４を受信すること（「耳を澄ます（ｌｉｓｔｅｎ）」こと）を試みうる。ここで
、例えば、ピアデバイスは、そのようなビーコンＡ４が送信されると期待される、割り当
てられたタイムスロットが発生するのを待つ。ブロック４１０において、ビーコンＡ４が
受信されたか否かが決定されうる。ビーコンＡ４が受信された場合、ブロック４１４にお
いて、ピアデバイスは、それ自体のロケーション、並びに、測定された擬似距離、経路損
失、および／または同様のものを、ＢＳに（例えば、メッセージＡ６を介して）送信（報
告、記録など）し、方法４００はブロック４１３に進みうるビーコンＡ４が受信されなか
った場合、方法４００は、割り当てられたタイムスロットが無効になったか否か、および
／または、ＡＣＫ Ａ５メッセージが受信されたか否か（例えば、順方向リンク（ＦＬ）
を通して）が決定されうるブロック４１２に進みうる。ＰＰＴ動作のために割り当てられ
たタイムスロットが無効になった場合、および／または、ＡＣＫ Ａ５メッセージが受信
された場合、方法４００は、ブロック４１３に進みうる。ＰＰＴ動作のために割り当てら
れたタイムスロットが無効になっておらず、ＡＣＫ Ａ５メッセージが受信されなかった
場合、方法４００はブロック４０８に進みうる。
【００５６】
　ブロック４１３において、方法４００は、次のタイムスロットを待つことを決定しうる
。ブロック４１３で「はい」の場合、方法４００は、ブロック４０７に戻る。ブロック４
１３で「いいえ」の場合、方法４００はブロック４１６に進みうる。ブロック４１６にお
いて、ピアデバイスは、メッセージＡ６で、擬似距離および経路損失測定と共に、それ自
体のロケーションをＢＳに報告しうる。方法４００は、ブロック４１６の後に終了しうる
。
【００５７】
　あるインプリメンテーションにおいて、１つ以上の専用ピアデバイス１０６（図１）を
使用してＰＰＴ動作をサポートすることは、有益および／または便利でありうる。例えば
、専用ピアデバイスは、あるロケーションに配置され、距離および経路損失に従事するデ
バイスでありうる。これらの専用ピアデバイスは、さらに、ＳＰＳ機能性を有し、それ自
体をＳＰＳ時間に同期することができる（必要に応じて）。これらの専用デバイスは、さ
らに、継続的に、ビーコン用のＲＬをモニタするか、または、ネットワークによって設定
および最適化されたような事前構成のインターバルでＲＬをモニタしうる。あるインプリ
メンテーションにおいて、ＢＳからのメッセージＡ３および／またはＡ５（図２）が、専
用ピアデバイスの場合、必要ではないため、専用ピアデバイスとＢＳとの間の協調が、ノ
マディックピアデバイスのそれよりも低くなりうることは認識されるべきである。
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【００５８】
　別の実施形態において、ノマディックピアデバイスは、それらが、ＢＳ １０４（図１
）がサービス提供している現在のセルに入った時に、正規インターバルでビーコン用のＲ
Ｌをモニタし、ネットワークによって設定および最適化されたようなタイムスロットの持
続時間を前もって設定するように「事前構成」されている。この例において、ノマディッ
クピアデバイスとＢＳとの間の協調が、ＢＳ（図２）からのメッセージＡ３および／また
はＡ５を使用しない可能性があることは認識されるべきである。
【００５９】
　これを考慮して、図５は、メッセージフロー２００（図２）に従って、ＰＰＴスキーム
を実行するか、あるいはサポートするために、例えば、デバイス１０６－１（図１）のよ
うな専用ピアデバイス、または、「事前構成された」ノマディックピアデバイスで実施さ
れうる方法５００の例示的なフロー図を示す。図５で示されるように、ブロック４０４お
よび４０６は、方法５００の一部として、あるインプリメンテーションに含まれうる。
【００６０】
　例えば、方法５００は、事前構成されたタイムスロット動作をサポートするように作動
させられるデバイスに対して実施されうる。このように、この例示的な方法５００におい
て、待ち時間ｔ１およびｔ２、並びに、タイムスロットの持続時間ｔ３が含まれうる。あ
るインプリメンテーションにおいて、ｔ１は、ゼロであり（例えば、継続的ＧＰＳトラッ
キングに対応するために）、ｔ２はゼロであり、および／または、ｔ３は無限でありうる
（例えば、Ａ４ビーコンを常時モニタすることに対応するために）。さらに別の例示的な
インプリメンテーションにおいて、ｔ１は、ｔ２とｔ３との和に等しいか、ほぼ等しい。
【００６１】
　このように、図５に示されるように、ブロック５０３において、待ち時間ｔ１が、ブロ
ック４０６と４０４との間に導入されうる。ブロック５０１において、待ち時間ｔ２が、
ブロック４０６と５０２との間に導入されうる。
【００６２】
　ブロック５０２において、この例の場合、専用ピアデバイスまたは「事前構成された」
ノマディックピアデバイスは、ターゲットＭＳによってＲＬ上で送信される、送信された
ビーコンＡ４を受信するように作動させられうる。ブロック５０４において、ビーコンＡ
４が受信されたか否かが決定されうる。ビーコンＡ４が受信されなかった場合、方法５０
０は、ブロック５０５に進みうる。ビーコンＡが受信された場合、方法５００はブロック
５０７に進みうる。ブロック５０７において、ピアデバイスは、メッセージＡ６でのＢＳ
への送信のために、擬似距離および経路損失測定を記録し、方法５００は、ブロック５０
５に進みうる。
【００６３】
　ブロック５０５において、タイムスロットの持続時間ｔ３が、無効になったか否か、ま
たは、Ｎ個の測定が集められたか否かが決定されうる。Ｎは１以上である。ここで、例え
ば、パラメータＮは、ピアデバイス（固定またはノマディックの）によって集められ、Ｂ
Ｓへの送信で報告されうる測定数を反映するように実施されうる。そのようなパラメータ
Ｎは、例えば、ピアデバイスがＢＳに送信する必要のあるメッセージの数を動作的に制御
する方法で埋め込まれうる。ブロック５０５で「いいえ」の場合、方法５００は、ブロッ
ク５０２に戻る。ブロック５０５で「はい」の場合、方法５００は、ブロック５０６に進
みうる。
【００６４】
　ブロック５０６において、専用ピアデバイスまたは「事前構成された」ノマディックピ
アデバイスは、それ自体のロケーション（必要な場合）、測定された擬似距離、経路損失
測定、および／または同様のものを、プロセスＩＤおよび／または同様のものと共に、Ｂ
Ｓに報告し（例えば、報告メッセージＡ６を介して）、受信されたビーコンＡ４を識別す
る。
【００６５】
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　メッセージＡ６において、専用デバイスのロケーション情報が任意でありうることは、
注目に値する。例えば、専用デバイスのロケーション情報は、電源が入れられると、およ
び／または、Ｔ秒毎に（ここで、例えば、Ｔはシステム最適パラメータである）報告され
うる。
【００６６】
　図６は、例えば、メッセージフロー２００（図２）に従って、ＰＰＴスキームを実行す
るか、あるいはサポートするために、ＢＳ １０４（図１）のような基地局で実施されう
る方法６００の例示的なフロー図を示す。
【００６７】
　ブロック６０２において、ＢＳは、位置要求メッセージＡ１をターゲットＭＳに送信し
うる。ここで、例えば、ＢＳは、１つ以上の別のネットワークリソースからの、ターゲッ
トＭＳについてのロケーション情報を求める要求に応じて、位置要求メッセージＡ１を送
信しうる。ブロック６０４において、ＢＳは、ＰＰＴ動作要求Ａ２をターゲットＭＳから
受信しうる。ブロック６０６において、ＢＳは、１つ以上のプロセスタイムスロットをＰ
ＰＴ動作に割り当てうる。
【００６８】
　ブロック６０８において、ＢＳは、特に、１つ以上のタイムスロット、例えば、複数の
ノマディックピアデバイスに対するＰＰＴウェイクアップコマンドを含み、ターゲットＭ
Ｓおよびピアデバイスのための１つ以上のタイムスロットを特定し、ターゲットＭＳのビ
ーコンを検出するためのロングコードマスクを特定し、プロセスＩＤを特定し、および／
または、ＰＰＴ動作に有益となる別の構成／情報を特定しうるメッセージＡ３を送信しう
る。
【００６９】
　ブロック６１０において、ＢＳは、ターゲットＭＳによって送信されたビーコンＡ４を
受信しうる。ブロック６１２において、ＢＳは、ＡＣＫメッセージＡ５を送信しうる。ブ
ロック６１４において、ＢＳは、ＰＰＴ動作をサポートする様々なピアデバイスから、メ
ッセージＡ６を介して送信される、報告された情報を受信しうる。
【００７０】
　ブロック６１６において、ＢＳが、ターゲットＭＳのロケーションの算出を可能にする
のに十分な情報をピアデバイスから受信したか否かが決定されうる。十分な情報がピアデ
バイスから受信されなかった場合、方法６００は、割り当てられたタイムスロットが無効
になったか否かをＢＳが決定するブロック６１８に進みうる。割り当てられたタイムスロ
ットが無効になっていない場合、方法６００は、ブロック６１４に進みうる。割り当てら
れたタイムスロットが無効になっている場合、方法６００は、例えば、ブロック６０６に
進みうる。ブロック６１６において、十分な情報がピアデバイスから受信されたと決定さ
れた場合、方法６００は、ターゲットＭＳのロケーションが、ネットワークエンティティ
（ＰＤＥ、ロケーションサーバ、および／または同様のものなど）によって算出されうる
ブロック６２０に進みうる。この時点で、例えば、前のＡ－ＧＰＳまたはＡＦＬＴ測定な
ど、ネットワーク内の利用可能なある情報が結合され、適用可能な場合、最後のロケーシ
ョン算出の決定に使用されうる。ブロック６２２において、ＢＳは、適用可能な場合、タ
ーゲットＭＳについての算出されたロケーション情報を１つ以上の別のネットワークリソ
ースに送信し、および／あるいは、提供する。ブロック６２２において、ＢＳは、例えば
、ＰＰＴ動作が終了したことをターゲットＭＳに知らせるように作動させられうるメッセ
ージＡ７に組み込まれた、算出されたロケーション情報をターゲットＭＳに送信しうる。
【００７１】
　下のセクションにおいて、どのピアデバイス（例えば、ノマディックおよび／または専
用の）が、地理的にターゲットＭＳの近くに存在し、場合によってはＰＰＴ動作のサポー
トに利用可能であるかを、発見、警告、および／あるいは決定するために、ＰＰＴスキー
ムの一部として実施されうるいくつかの例示的な技術が記述される。
【００７２】



(23) JP 5529256 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

　ある態様に従って、ＰＰＴスキームは、どのピアデバイスがターゲットＭＳの近くに存
在し、場合によってはＰＰＴ動作のサポートに利用可能であるかを、ＢＳに気づかせるた
めに実施されうる。例えば、あるインプリメンテーションにおいて、ＰＤＥ、および／ま
たは、別の類似したロケーションサーバは、ＢＳに、ＰＰＴ動作をサポートするデバイス
を気づかせるように作動させられうる。ここで、例えば、ＢＳは、ターゲットＭＳについ
ての粗いロケーション推定（coarse location estimate）に基づいて、ターゲットデバイ
スの近くにあるピアデバイスに対して、メッセージＡ３を向けようと試みるように作動さ
せられうる。ターゲットＭＳが、ＳＰＳロケーション確定を有さないため、ＡＦＬＴ、信
号強度ベースの位置決め方法など、別のロケーションテクノロジを使用して、粗いロケー
ション決定が試されうる。そのような別のロケーションテクノロジが成功しないか、ある
いは利用不可能な場合、ＢＳは、どのセクタまたはセルがターゲットＭＳと関連付けられ
るかを決定するように作動させられうる。ターゲットＭＳについての粗いロケーション推
定が確立されると、ネットワーク（例えば、ＢＳ、ロケーションサーバ、および／または
別の類似デバイス）は、どのピアデバイスがターゲットＭＳの近傍に位置するか、および
／あるいは、場合によっては、ＰＰＴ動作のサポートに利用できるかを決定しうる。例え
ば、ネットワークは、粗いロケーション推定に近いピアデバイスのロケーション推定を決
定するか、あるいは、それにアクセスしうる。この発見プロセスは、１つ以上のピアデバ
イスについてのロケーション決定を要求すること、および／または、別のネットワークリ
ソースにアクセスして、ピアデバイスについてのロケーションおよび／または粗いロケー
ション推定を決定することを含みうる。
【００７３】
　ネットワークは、ターゲットＭＳの近くに位置する複数（Ｎ個）のピアデバイス（Ｎ）
を選択するように作動させられうる。数値Ｎは、例えば、ターゲットＭＳおよび／または
ピアデバイスのロケーション推定の不確実性の関数でありうる。ある例示的なインプリメ
ンテーションにおいて、Ｎは、同等であっても、少なくとも３（Ｎ＝３）であるべきであ
る。ターゲットＭＳのロケーション推定の信頼度が、低いと考えられうる場合、またはＡ
ＦＬＴが成功しなかった場合、ターゲットＭＳの粗いロケーション推定は、Ｎが、セクタ
（またはセル）内の全ての外部ＭＳの数と同じ数である場合に、セクタ（またはセル）の
全エリアを含みうる。ターゲットＭＳが、セクタ（またはセル）の境界に位置すると考え
られるいくつかの場合において、Ｎは、隣接セクタ（またはセル）内のピアデバイスの数
と同じ数でありうる。このように、多くの場合において、Ｎは、３よりもかなり大きい数
でありうる。
【００７４】
　図７は、例えば、ＰＰＴ動作を実行するか、あるいはサポートするために、無線ネット
ワーク１００（図１）において実施されうる方法７００の例示的なフロー図を示す。
【００７５】
　ブロック７０２において、ターゲットＭＳは、例えば、ＡＦＬＴおよび／または別のネ
ットワークベースの位置決め解法に基づいて、少なくとも、それ自体についての粗いロケ
ーション推定の決定を試みることができる。ブロック７０４において、そのようなロケー
ション推定が成功したか否かが決定されうる。そのようなロケーション推定が成功した場
合、方法７００は、その粗いロケーション推定に基づいて、どのセクタ（またはセル）が
、ターゲットＭＳの周辺をカバーするかを決定されうるブロック７０６に進みうる。ブロ
ック７０４において、そのような粗いロケーション推定が成功しなかったと決定されると
、方法７００は、どの隣接セクタ（またはセクタ）が、ターゲットＭＳの近くに存在しう
るかを決定されうるブロック７０８に進みうる。ブロック７１０において、隣接セクタ／
セル内の利用可能なピアデバイスの少なくとも一部は、ＰＰＴ動作のサポートに選択され
うる。
【００７６】
　ブロック７１２において、ブロック７０６で決定されたセクタ／セル内に任意の隣接ピ
アデバイスが存在するか否かに関しての決定が行われうる。ブロック７０６で決定された
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セクタ／セル内のターゲットＭＳの周辺に隣接ピアデバイスが十分に存在する場合、ブロ
ック７１８において、そのようなセクタ／セル内の利用可能なピアデバイスの少なくとも
一部は、ＰＰＴ動作のサポートに選択されうる。ブロック７１２において、ブロック７０
６で決定されたセクタ／セル内のターゲットＭＳの近くに存在する任意の隣接ピアデバイ
ス、および／または、十分な隣接ピアデバイスを決定するために利用可能な情報が存在し
ない場合、ブロック７１４において、ブロック７０６で決定されたセクタ／セル内の隣接
ピアデバイスについて、少なくとも粗いロケーションーション推定を決定するために、一
実施形態において、ピアデバイス自体が自律的に行いうる試みが実行されうる。ブロック
７１６において、ターゲットＭＳの近くに存在しうるこれらの隣接ピアデバイスの少なく
とも一部は、ＰＰＴ動作をサポートするために、選択するか、または、選択されうる。
【００７７】
　このように、それに限定されない例として、ある例示的なインプリメンテーションにお
いて、ネットワーク（例えば、ＢＳ、ＰＤＥ、ロケーションサーバ等の組み合わせ）は、
ターゲットデバイスがどのセクタ／セルに存在するかを決定し、位置決定を要求する全て
のピアデバイスまたは選択されたピアデバイスにメッセージを送信するように作動させら
れうる。ここにおいて、例えば、そのようなピアデバイスは、位置決定を実行し、ネット
ワークに報告しうる。ネットワークは、そのような位置決定を受信し、どのピアデバイス
がターゲットデバイスの近くに存在しうるかを決定しうる。次に、ネットワークは、ＰＰ
Ｔ動作に参加するように、そのようなピアデバイスに別のメッセージを送信しうる。
【００７８】
　ある別の例示的なインプリメンテーションにおいて、ＰＰＴ動作に参加するか否かを１
つ以上のピアデバイスが決定できるようにするピア発見動作が実行されうる。ここで、例
えば、ネットワークは、ターゲットデバイスがどのセクタ／セルに存在するかを決定し、
同じセクタ／セル内の、あるいは、それに近い全てのピアデバイスまたは選択されたピア
デバイスに、来たるＰＰＴ動作をピアデバイスに警告し、ターゲットデバイスの粗いロケ
ーションをそれらに知らせるメッセージ（例えば、図２のＡ３）を送信するように作動さ
せられうる。次に、これらのピアデバイスは、位置決定の実行を試み（望まれる場合に／
必要に応じて）、および／あるいは、それらが、ＰＰＴトランザクションに参加するため
に、ターゲットデバイスの周辺の適切なオープンスカイの環境に存在するか否かを決定し
、および／または、別の動作的要素を考慮に入れうる。そのように、ある状況において、
それは、ピアデバイスのサブセットのみがＰＰＴ動作への参加を決定することでありうる
。参加することを決定するそれらのピアデバイスは、それらの測定をネットワークに報告
しうる（例えば、図２のメッセージＡ６を使用して）。
【００７９】
　さらに別の例示的なインプリメンテーションにおいて、ネットワークは、利用可能な「
関連」情報が十分ある場合にのみ、ターゲットデバイスの近くにあるピアデバイスの決定
の実行を試みうる。例えば、そのようなインプリメンテーションは、ＬＤＣ、ｉｎＧｅｏ
（登録商標）システム、および／または、同様のものにおいてよく機能しうる。ここで、
例えば、ネットワークは、過去「t」秒以内に、それが利用可能な位置報告を通して検索
し、ターゲットデバイスの周辺のピアデバイスの十分な報告（例えば、Ｎ＞３）があると
、ネットワークは、選択的にメッセージをそれらのピアデバイスに送信することができる
（例えば、図２のＡ３）。
【００８０】
　このように、さらなる例を使用して、方法８００が図８に示される。ここで、ブロック
８０２において、ＰＰＴ要求（Ａ２）は、粗いロケーション推定と共に、ターゲットＭＳ
から受信されうる。ブロック８０４において、ターゲットＭＳが属する（例えば、現在動
作している）セクタ／セルが決定されうる。ブロック８０６において、データベースまた
は別の同様の情報レジストリは、隣接セクタ／セル内のあらゆるピアデバイスが、それら
の位置を過去「ｔ」秒以内に最近報告したか否かを決定するために、アクセスおよびチェ
ックされうる。決定ブロック８０８において、ピアデバイスの少なくとも一部（例えば、
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Ｎ＞３）が、ターゲットデバイス（ＭＳ）の周辺内にあると考えられるか否かが決定され
うる。決定がいいえの場合、方法８００は、ブロック８１０に進みうる。決定がはいの場
合、方法８００は、ブロック８１４に進みうる。
【００８１】
　ブロック８１０において、ターゲットデバイスの粗いロケーションまたは同様のものを
含みうるメッセージ（Ａ３）が、ターゲットと同じセクタ／セル内、および、（適応可能
な場合に）適用可能な隣接セクタ／セル内のピアデバイスに送信されうる（いくつかのイ
ンプリメンテーションにおいては、報知される）。ブロック８１２において、そのような
ピアデバイスは、ＳＰＳ決定を実行し、少なくとも一部（例えば、Ｎ’）は、自律的にサ
ポートすることを決定し、ＰＰＴ動作に参加する。
【００８２】
　ブロック８１４に戻り、Ｎ個のピアデバイスに、それらがＰＰＴ動作に参加することを
要求するメッセージ（Ａ３）が送られうる。
【００８３】
　ブロック８１２または８１４のいずれかから、方法８００は、ブロック８１６に進みう
る。ブロック８１６において、ＰＰＴ動作に参加するピアデバイスは、ターゲットデバイ
ス（ＭＳ）から受信されるビーコンに基づいて距離測定を実行し、ネットワークにその測
定を報告しうる。
【００８４】
　図９は、例えば、無線ネットワーク１００（図１）に含まれ、本明細書に記述される例
示的なＰＰＴ動作の少なくとも一部を実行するか、あるいはサポートするように有効に作
動させられる例示的なデバイス９００を示すブロック図である。
【００８５】
　デバイス９００は、例えば、１つ以上の接続９０６（例えば、バス、ライン、ファイバ
、リンク等）と動作的に結合されうる、１つ以上の処理ユニット９０２、メモリ９０４、
通信インターフェース９１０、（任意）ＳＰＳ受信機９３０を含みうる。
【００８６】
　処理ユニット９０２は、ハードウェア、ソフトウェア、または、ハードウェアとソフト
ウェアとの組み合わせに実施されうる。このように、例えば、処理ユニット９０２は、デ
ータ計算手順またはプロセスの少なくとも一部を実行するように構成された１つ以上の回
路を表しうる。それに限定されない例として、処理ユニット９０２は、１つ以上のプロセ
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、プログラマブル論理デバイス、フィールドプログラマブル
ゲートアレイなど、あるいは、それらの任意の組み合わせを含みうる。
【００８７】
　メモリ９０４は、任意のデータ記憶メカニズムを表しうる。メモリ９０４は、例えば、
一次メモリおよび／または二次メモリを含みうる。一次メモリは、例えば、ランダムアク
セスメモリ、読取専用メモリなどを含みうる。この例では、処理ユニット９０２とは離れ
て示されているが、一次メモリの全体または一部が、処理ユニット９０２内に提供される
か、あるいは処理ユニット９０２と同じ場所に位置する／結合されうることは理解される
べきである。二次メモリは、例えば、一次メモリと同じまたは類似したタイプのメモリ、
および／または、例えば、ディスクドライブ、光ディスクドライブ、テープドライブ、ソ
リッドステートのメモリドライブなど、１つ以上のデータ記憶デバイスまたはシステムを
含みうる。
【００８８】
　あるインプリメンテーションにおいて、二次メモリは、動作的に、コンピュータ可読媒
体９２０を受け入れるか、あるいは、それに結合されるように構成されうる。このように
、ある例示的なインプリメンテーションにおいて、本明細書に提示された方法および／ま
たは装置は、少なくとも１つの処理ユニット９０２によって実行されると、本明細書に記
述されたような例示的なピア・ツー・ピア三辺測量(動作（例えば、ＰＰＴ動作）の全て
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または一部を実行するように有効に作動させられうる、格納されたコンピュータ実施可能
命令群９０７８を含みうるコンピュータ可読媒体９２０全体またはその一部の形態をとり
うる。そのようなコンピュータ実施可能命令群９０８は、この例に同様に示されているよ
うに、メモリ９０４によって提供されうる。
【００８９】
　メモリ９０４は、さらに、本明細書で記述された例示的なピア・ツー・ピア三辺測量動
作（例えば、ＰＰＴ動作）、メッセージ等の以上と関連付けられうるデータ９２２を含み
うる。
【００９０】
　通信インターフェース９１０は、例えば、１つ以上の受信機９１２および送信機９１４
、および／または、その組み合わせを含みうる。示されるように、通信インターフェース
９１０は、無線リンクを通して通信するように有効に作動させられうる。
【００９１】
　あるインプリメンテーションにおいては任意であるＳＰＳ受信機９３０は、ＳＰＳ信号
を受信し、そのＳＰＳ信号の少なくとも一部に基づいてロケーション決定を確立し、ある
場合において、ローカルクロック（図示されない）のＳＰＳ時間への同期をサポートする
ように作動させられうる。
【００９２】
　現在例示的な特徴とみなされるものが例示および記述されているが、当業者は、請求さ
れる主題から逸脱することなく、様々な別の変更が行われること、および、等化物が代用
されうることを理解するべきである。加えて、特定の状況に適応するために、本明細書に
記述された中核のコンセプトから逸脱することなく、多くの変更が、請求される主題の教
示に対して行われうる。
【００９３】
　よって、請求される主題が、開示された特定の例に限定されないこと、しかしながら、
そのような請求される主題は、さらに、添付される特許請求の範囲の範囲内の全ての態様
およびその等化物を含みうることが企図される。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］　ピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ）をサポートする際に用いる方法であって
、
　第１のピアデバイスを用いて、
　ピア・ツー・ピア位置決め動作と関連付けられたＰＰＴ要求メッセージを、無線通信リ
ンクを通して別のデバイスから受信することと、
　前記ＰＰＴ要求メッセージに応答して、少なくとも第１の割り当てられたタイムスロッ
トのうちの第１の部分の間に、少なくとも第１のＰＰＴビーコン信号を、少なくとも第２
のピアデバイスに送信することと、
　少なくとも前記第１の割り当てられたタイムスロットのうちの第２の部分、あるいは、
少なくとも第２の割り当てられたタイムスロットの一部の間に、少なくとも第２のＰＰＴ
ビーコン信号を、少なくとも前記第２のピアデバイスに選択的に送信することと、
　を備える方法。
［Ｃ２］　前記別のデバイスは、基地局、ターゲット移動局、ピアデバイス、および／ま
たは、ネットワークリソースのうちの少なくとも１つを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］　前記ＰＰＴ要求メッセージは、前記第１の割り当てられたタイムスロットおよ
び／または前記第２の割り当てられたタイムスロットのうちの少なくとも１つを識別する
、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］　少なくとも前記第２のＰＰＴビーコン信号を選択的に送信することは、前記第
２のＰＰＴビーコン信号を送信する前に、ある時間期間の間待つことを備える、Ｃ１に記
載の方法。
［Ｃ５］　前記ある時間期間は、実質的にランダムな時間期間を備える、Ｃ４に記載の方
法。
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［Ｃ６］　少なくとも前記第１のＰＰＴビーコン信号を送信することは、第１の送信電力
レベルで前記第１のＰＰＴビーコン信号を送信することを備え、少なくとも前記第２のＰ
ＰＴビーコン信号を選択的に送信することは、前記第１の送信電力レベルとは選択的に異
なる第２の送信電力レベルで前記第２のＰＰＴビーコン信号を送信することを備える、Ｃ
１に記載の方法。
［Ｃ７］　少なくとも前記第２のＰＰＴビーコン信号を選択的に送信することは、前記別
のデバイスからの、ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応答メッセージが受
信されなかった場合に、少なくとも前記第２のＰＰＴビーコン信号を送信することを備え
る、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］　ピア・ツー・ピア位置決め動作によって、少なくとも部分的に決定されたター
ゲット移動局のロケーションを識別するロケーション情報を前記別のデバイスから受信す
ることをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］　前記ロケーション情報は、暗号化されて、前記別のデバイスから受信される、
Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１０］　ピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ）をサポートするように作動させられる
第１のデバイスに用いる装置であって、
　ピア・ツー・ピア位置決め動作と関連付けられたＰＰＴ要求メッセージを、無線通信リ
ンクを通して別のデバイスから受信するための手段と、
　前記ＰＰＴ要求メッセージに応答して、少なくとも第１の割り当てられたタイムスロッ
トのうちの第１の部分の間に、少なくとも第２のピアデバイスへの少なくとも第１のＰＰ
Ｔビーコン信号の送信を開始するための手段と、
　少なくとも前記第１の割り当てられたタイムスロットのうちの第２の部分、あるいは、
少なくとも第２の割り当てられたタイムスロットの一部の間に、少なくとも前記第２のピ
アデバイスへの、少なくとも第２のＰＰＴビーコン信号の送信を選択的に開始するための
手段と、
　を備える装置。
［Ｃ１１］　前記別のデバイスは、基地局、ターゲット移動局、ピアデバイス、および／
または、ネットワークリソースのうちの少なくとも１つを備える、Ｃ１０に記載の装置。
［Ｃ１２］　前記ＰＰＴ要求メッセージは、前記第１の割り当てられたタイムスロットお
よび／または前記第２の割り当てられたタイムスロットのうちの少なくとも１つを識別す
る、Ｃ１０に記載の装置。
［Ｃ１３］　前記第２のＰＰＴビーコン信号を送信する前に、ある時間期間の間待つため
の手段をさらに備える、Ｃ１０に記載の装置。
［Ｃ１４］　前記ある時間期間は、実質的にランダムな時間期間を備える、Ｃ１３に記載
の装置。
［Ｃ１５］　前記少なくとも前記第１のＰＰＴビーコン信号の送信を開始するための手段
は、第１の送信電力レベルでの前記第１のＰＰＴビーコン信号の送信を開始するための手
段をさらに備え、
　前記少なくとも前記第２のＰＰＴビーコン信号の送信を選択的に開始するための手段は
、前記第１の送信電力レベルとは選択的に異なる第２の送信電力レベルでの前記第２のＰ
ＰＴビーコン信号の送信を開始するための手段を備える、Ｃ１０に記載の装置。
［Ｃ１６］　少なくとも前記第２のＰＰＴビーコン信号の送信を選択的に開始するための
手段は、前記別のデバイスからの、ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応答
メッセージが受信されなかった場合に、少なくとも前記第２のＰＰＴビーコン信号の送信
を開始するための手段を備える、Ｃ１０に記載の装置。
［Ｃ１７］　ピア・ツー・ピア位置決め動作によって、少なくとも部分的に決定されたタ
ーゲット移動局のロケーションを識別するロケーション情報を前記別のデバイスから受信
するための手段をさらに備える、Ｃ１０に記載の装置。
［Ｃ１８］　前記ロケーション情報は、暗号化されて、前記別のデバイスから受信される
、Ｃ１７に記載の装置。
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［Ｃ１９］　装置であって、
　無線通信リンクを介して別のデバイスからのピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ）要求
で受信された情報を記憶するように有効に作動させられるメモリと、
　前記メモリに結合され、前記記憶された情報にアクセスし、少なくともそれに部分的に
基づいて、前記ＰＰＴ要求メッセージに応答して、少なくとも第１の割り当てられたタイ
ムスロットのうちの第１の部分の間に、少なくとも第１のＰＰＴビーコン信号の送信を開
始し、少なくとも前記第１の割り当てられたタイムスロットのうちの第２の部分、あるい
は、少なくとも第２の割り当てられたタイムスロットの一部の間に、少なくとも第２のＰ
ＰＴビーコン信号の送信を選択的に開始するように有効に作動させられる処理ユニットと
　を備える装置。
［Ｃ２０］　前記ＰＰＴ要求メッセージは、ピア・ツー・ピア位置決め動作と関連付けら
れる、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２１］　前記別のデバイスは、基地局、ターゲット移動局、ピアデバイス、および／
または、ネットワークリソースのうちの少なくとも１つを備える、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２２］　前記ＰＰＴ要求メッセージは、前記第１の割り当てられたタイムスロットお
よび／または前記第２の割り当てられたタイムスロットのうちの少なくとも１つを識別す
る、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２３］　前記処理ユニットは、前記第２のＰＰＴビーコン信号の送信を開始する前に
、ある時間期間の間待つように有効に作動させられる、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２４］　前記ある時間期間は、実質的にランダムな時間期間を備える、Ｃ２３に記載
の方法。
［Ｃ２５］　前記第１のＰＰＴビーコン信号が、第１の送信電力レベルで送信され、送信
されると、前記第２のＰＰＴビーコン信号が、前記第１の送信電力レベルとは選択的に異
なる第２の送信電力レベルで送信される、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２６］　前記処理ユニットは、前記別のデバイスからの、ピア・ツー・ピア位置決め
動作を終了させる肯定応答メッセージが受信されなかった場合に、少なくとも前記第２の
ＰＰＴビーコン信号の送信を選択的に開始するように有効に作動させられる、Ｃ１９に記
載の装置。
［Ｃ２７］　前記処理ユニットは、ピア・ツー・ピア位置決め動作によって、少なくとも
部分的に決定されたターゲット移動局のロケーションを識別する、前記メモリからのロケ
ーション情報にアクセスするように有効に作動させられる、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２８］　前記ロケーション情報は、前記別のデバイスによって暗号化されている、Ｃ
２７に記載の装置。
［Ｃ２９］　コンピュータ実行可能命令群を格納したコンピュータ可読媒体を備える製品
であって、前記コンピュータ実行可能命令群は、１つ以上の処理ユニットによって実施さ
れると、１つ以上の処理ユニットが
　無線通信リンクを通して、別のデバイスから受信されるピア・ツー・ピア位置決め動作
（ＰＰＴ）要求メッセージと関連付けられた情報にアクセスし、
　少なくともそれに部分的に基づいて、
　少なくとも第１の割り当てられたタイムスロットのうちの第１の部分の間に、少なくと
も第１のＰＰＴビーコン信号の送信を開始し、
　少なくとも前記第１の割り当てられたタイムスロットのうちの第２の部分、あるいは、
少なくとも第２の割り当てられたタイムスロットの一部の間に、少なくとも第２のＰＰＴ
ビーコン信号の送信を選択的に開始する
　ように有効に作動させられる、製品。
［Ｃ３０］　前記ＰＰＴ要求メッセージは、ピア・ツー・ピア位置決め動作と関連付けら
れる、Ｃ２９に記載の製品。
［Ｃ３１］　前記別のデバイスは、基地局、ターゲット移動局、ピアデバイス、および／
または、ネットワークリソースのうちの少なくとも１つを備える、Ｃ２９に記載の製品。
［Ｃ３２］　前記ＰＰＴ要求メッセージは、前記第１の割り当てられたタイムスロットお
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よび／または前記第２の割り当てられたタイムスロットのうちの少なくとも１つを識別す
る、Ｃ２９に記載の製品。
［Ｃ３３］　前記１つ以上の処理ユニットによって実施されると、前記１つ以上の処理ユ
ニットが、前記第２のＰＰＴビーコン信号の送信を開始する前に、ある時間期間の間待つ
ように有効に作動させられるコンピュータ実行可能命令群をさらに備える、Ｃ２９に記載
の製品。
［Ｃ３４］　前記ある時間期間は、実質的にランダムな時間期間を備える、Ｃ３３に記載
の製品。
［Ｃ３５］　前記第１のＰＰＴビーコン信号が、第１の送信電力レベルで送信され、送信
されると、前記第２のＰＰＴビーコン信号が、前記第１の送信電力レベルとは選択的に異
なる第２の送信電力レベルで送信される、Ｃ２９に記載の製品。
［Ｃ３６］　前記１つ以上の処理ユニットによって実行されると、前記１つ以上の処理ユ
ニットが、前記別のデバイスからの、ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応
答メッセージが受信されなかった場合に、少なくとも前記第２のＰＰＴビーコン信号の送
信を選択的に開始するように有効に作動させられる、コンピュータ実行可能命令群をさら
に備える、Ｃ２９に記載の製品。
［Ｃ３７］　前記１つ以上の処理ユニットによって実行されると、前記１つ以上の処理ユ
ニットが、ピア・ツー・ピア位置決め動作によって、少なくとも部分的に決定されたター
ゲット移動局のロケーションを識別するロケーション情報にアクセスするように有効に作
動させられるコンピュータ実行可能命令群をさらに備える、Ｃ２９に記載の製品。
［Ｃ３８］　前記ロケーション情報は、前記別のデバイスによって暗号化される、Ｃ３７
に記載の製品。
［Ｃ３９］　方法であって、
　ピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ）要求メッセージを、無線通信リンクを通して別の
デバイスから受信することと、
　現在の位置決定を決定することと、
　第１の割り当てられたタイムスロットの間にターゲット移動局から第１のＰＰＴビーコ
ン信号を、あるいは、第１の割り当てられたタイムスロットまたは別の割り当てられたタ
イムスロットのうちのいずれかの間に、前記ターゲット移動局からの第２のＰＰＴビーコ
ン信号を受信することと、
　前記ＰＰＴ要求メッセージに応答して、前記受信された第１または第２のＰＰＴビーコ
ン信号と関連付けられた擬似距離および／または経路損失のうちの少なくとも１つを決定
することと、
　前記現在の位置決定、および、擬似距離および／または経路損失のうちの少なくとも１
つと関連付けられた情報を備える少なくとも１つの報告メッセージを前記別のデバイスに
送信することと、
　を備える方法。
［Ｃ４０］　前記ＰＰＴ要求メッセージは、ピア・ツー・ピア位置決め動作と関連付けら
れる、Ｃ３９に記載された方法。
［Ｃ４１］　前記別のデバイスは、基地局、前記ターゲット移動局、および／または、ネ
ットワークリソースのうちの少なくとも１つを備える、Ｃ３９に記載の方法。
［Ｃ４２］　前記ＰＰＴ要求メッセージは、前記第１の割り当てられたタイムスロットお
よび／または前記別の割り当てられたタイムスロットのうちの少なくとも１つを識別する
、Ｃ３９に記載の方法。
［Ｃ４３］　ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応答メッセージを前記別の
デバイスから受信することをさらに備える、Ｃ３９に記載の方法。
［Ｃ４４］　装置であって、
　ＰＰＴ要求メッセージを、別のデバイスから受信するための手段と、
　現在の位置決定を決定するための手段と、
　第１の割り当てられたタイムスロットの間にターゲット移動局から第１のＰＰＴビーコ
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ン信号を受信するか、あるいは、前記第１の割り当てられたタイムスロットまたは別の割
り当てられたタイムスロットのうちのいずれかの間に前記ターゲット移動局からの第２の
ＰＰＴビーコン信号を受信するための手段と、
　前記ＰＰＴ要求メッセージに応答して、前記受信された第１または第２のＰＰＴビーコ
ン信号と関連付けられた擬似距離および／または経路損失のうちの少なくとも１つを決定
するための手段と、
　前記現在の位置決定、および、擬似距離および／または経路損失のうちの少なくとも１
つと関連付けられた情報を備える少なくとも１つの報告メッセージを前記別のデバイスに
送信するための手段と
　を備える装置。
［Ｃ４５］　前記ＰＰＴ要求メッセージは、ピア・ツー・ピア位置決め動作と関連付けら
れる、Ｃ４４に記載された装置。
［Ｃ４６］　前記別のデバイスは、基地局、前記ターゲット移動局、および／または、ネ
ットワークリソースのうちの少なくとも１つを備える、Ｃ４４に記載された装置。
［Ｃ４７］　前記ＰＰＴ要求メッセージは、前記第１の割り当てられたタイムスロットお
よび／または前記別の割り当てられたタイムスロットのうちの少なくとも１つを識別する
、Ｃ４４に記載された装置。
［Ｃ４８］　ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応答メッセージを前記別の
デバイスから受信するための手段をさらに備える、Ｃ４４に記載された装置。
［Ｃ４９］　装置であって、
　無線通信リンクを通して、別のデバイスから、ピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ）要
求メッセージで受信された情報を記憶するように有効に作動させられるメモリと、
　前記メモリに結合された処理ユニットであって、
　　現在の位置決定にアクセスし、
　　第１の割り当てられたタイムスロットの間のターゲット移動局からの第１のＰＰＴビ
ーコン信号、あるいは、前記第１の割り当てられたタイムスロットまたは別の割り当てら
れたタイムスロットのいずれかの間の前記ターゲット移動局からの第２のＰＰＴビーコン
信号と関連付けられた擬似距離および／または経路損失のうちの少なくとも１つを決定し
、
　　前記現在の位置決定、および、擬似距離および／または経路損失のうちの少なくとも
１つと関連付けられた情報を備える少なくとも１つの報告メッセージの、前記別のデバイ
スへの送信を開始する
　ように有効に作動させられる処理ユニットと、
　を備え、
　前記少なくとも１つの報告メッセージは、前記ＰＰＴ要求メッセージに応答して提供さ
れる、装置。
［Ｃ５０］　前記ＰＰＴ要求メッセージは、ピア・ツー・ピア位置決め動作と関連付けら
れる、Ｃ４９に記載された方法。
［Ｃ５１］　前記別のデバイスは、基地局、前記ターゲット移動局、および／または、ネ
ットワークリソースのうちの少なくとも１つを備える、Ｃ４９に記載の方法。
［Ｃ５２］　前記ＰＰＴ要求メッセージは、前記第１の割り当てられたタイムスロットお
よび／または前記別の割り当てられたタイムスロットのうちの少なくとも１つを識別する
、Ｃ４９に記載の方法。
［Ｃ５３］　前記処理ユニットは、前記別のデバイスからの肯定応答メッセージに応答し
て、ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させるように有効に作動させられる、Ｃ４９に
記載の方法。
［Ｃ５４］　コンピュータ実行可能命令群を格納するコンピュータ可読媒体を備える製品
であって、前記コンピュータ可読媒体命令群は、１つ以上の処理ユニットによって実行さ
れると、前記１つ以上の処理ユニットが、
　別のデバイスからの、ピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ）要求メッセージと関連付け
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られた情報にアクセスし、
　現在の位置決定にアクセスし、
　第１の割り当てられたタイムスロットの間でのターゲット移動局からの第１のＰＰＴビ
ーコン信号、あるいは、前記第１の割り当てられたタイムスロットまたは別の割り当てら
れたタイムスロットのうちのいずれかの間での前記ターゲット移動局からの第２のＰＰＴ
ビーコン信号と関連付けられた擬似距離および／または経路損失のうちの少なくとも１つ
を決定し、
　前記現在の位置決定、および、擬似距離および／または経路損失のうちの少なくとも１
つと関連付けられた情報を備える少なくとも１つの報告メッセージの、前記別のデバイス
への送信を開始するように有効に作動させられ、
　前記少なくとも１つの報告メッセージは、前記ＰＰＴ要求メッセージへの応答を備える
、製品。
［Ｃ５５］　前記ＰＰＴ要求メッセージは、ピア・ツー・ピア位置決め動作と関連付けら
れる、Ｃ５４に記載された製品。
［Ｃ５６］　前記別のデバイスは、基地局、前記ターゲット移動局、および／または、ネ
ットワークリソースのうちの少なくとも１つを備える、Ｃ５４に記載の製品。
［Ｃ５７］　前記ＰＰＴ要求メッセージは、前記第１の割り当てられたタイムスロットお
よび／または前記別の割り当てられたタイムスロットのうちの少なくとも１つを識別する
、Ｃ５４に記載の製品。
［Ｃ５８］　前記１つ以上の処理ユニットによって実行されると、前記１つ以上の処理ユ
ニットが、前記別のデバイスからの肯定応答メッセージに応答して、ピア・ツー・ピア位
置決め動作を終了させるように有効に作動させられるコンピュータ実行可能命令群をさら
に備える、Ｃ５４に記載の製品。
［Ｃ５９］　方法であって、
　ピア・ツー・ピア位置決め動作を求める要求を受信することと、
　前記ピア・ツー・ピア位置決め動作を求める前記要求に応答して、前記ピア・ツー・ピ
ア位置決め動作のために、少なくとも１つの割り当てられたタイムスロットを確立するこ
とと、
　各々が、対応するピアデバイスによってターゲット移動局から受信された、少なくとも
１つのピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ）ビーコン信号と関連付けられた擬似距離およ
び／または経路損失のうちの少なくとも１つを識別する複数の報告メッセージを複数のピ
アデバイスから選択的に受信することと、
　少なくとも前記報告メッセージの一部に、少なくとも部分的に基づいて、前記ターゲッ
ト移動局のロケーションを算出することと、
　前記ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応答メッセージを送信することと
、
　を備える方法。
［Ｃ６０］　前記ターゲット移動局の前記算出されたロケーションと関連付けられた情報
を少なくとも１つのデバイスに送信することをさらに備える、Ｃ５９に記載の方法。
［Ｃ６１］　前記ターゲット移動局についての粗いロケーション推定、前記ターゲット移
動局の周辺と関連付けられた少なくとも１つのセクタまたはセル、および／または、前記
ターゲット移動局の前記周辺と関連付けられた少なくとも１つの隣接セクタまたはセルの
うちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて、前記ピア・ツー・ピア位置決め動
作をサポートする複数のピアデバイスを識別することをさらに備える、Ｃ５９に記載の方
法。
［Ｃ６２］　前記複数の報告メッセージを前記複数のピアデバイスから選択的に受信する
ことは、前記ターゲット移動局の前記ロケーションを算出するのに十分な報告メッセージ
が受信されたか否かを決定し、十分な報告メッセージが受信された場合、前記ピア・ツー
・ピア位置決め動作を終了させる前記肯定応答メッセージを送信することを備える、Ｃ５
９に記載の方法。



(32) JP 5529256 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

［Ｃ６３］　前記複数の報告メッセージを前記複数のピアデバイスから選択的に受信する
ことは、前記ターゲット移動局の前記ロケーションを算出するのに十分な報告メッセージ
が、第１の割り当てられたタイムスロットの間に受信されたか否かを決定し、十分な報告
メッセージが前記第１の割り当てられたタイムスロットの間に受信されなかった場合、前
記ピア・ツー・ピア位置決め動作のために少なくとも第２の割り当てられたタイムスロッ
トを確立することをさらに備える、Ｃ５９に記載の方法。
［Ｃ６４］　装置であって、
　ピア・ツー・ピア位置決め動作を求める要求を受信するための手段と、
　前記ピア・ツー・ピア位置決め動作を求める前記要求に応答して、前記ピア・ツー・ピ
ア位置決め動作のために少なくとも１つの割り当てられたタイムスロットを確立するため
の手段と、
　各々が、対応するピアデバイスによってターゲット移動局から受信された、少なくとも
１つのピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ）ビーコン信号と関連付けられた擬似距離およ
び／または経路損失のうちの少なくとも１つを識別する複数の報告メッセージを複数のピ
アデバイスから選択的に受信するための手段と、
　少なくとも前記報告メッセージの一部に、少なくとも部分的に基づいて、前記ターゲッ
ト移動局のロケーションを算出するための手段と、
　前記ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応答メッセージを送信するための
手段と
　を備える装置。
［Ｃ６５］　前記ターゲット移動局の前記算出されたロケーションと関連付けられた情報
を少なくとも１つのデバイスに送信するための手段をさらに備える、Ｃ６４に記載の装置
。
［Ｃ６６］　前記ターゲット移動局についての粗いロケーション推定、前記ターゲット移
動局の周辺と関連付けられた少なくとも１つのセクタまたはセル、および／または、前記
ターゲット移動局の前記周辺と関連付けられた少なくとも１つの隣接セクタまたはセルの
うちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて、前記ピア・ツー・ピア位置決め動
作をサポートする複数のピアデバイスを識別するための手段をさらに備える、Ｃ６４に記
載の装置。
［Ｃ６７］　前記ターゲット移動局の前記ロケーションを算出するのに十分な報告メッセ
ージが受信されたか否かを決定し、十分な報告メッセージが受信された場合、前記ピア・
ツー・ピア位置決め動作を終了させる前記肯定応答メッセージを送信するための手段をさ
らに備える、Ｃ６４に記載の装置。
［Ｃ６８］　前記ターゲット移動局の前記ロケーションを算出するのに十分な報告メッセ
ージが、第１の割り当てられたタイムスロットの間に受信されたか否かを決定するための
手段と、
　十分な報告メッセージが第１の割り当てられたタイムスロットの間に受信されなかった
場合に、前記ピア・ツー・ピア位置決め動作のために少なくとも第２の割り当てられたタ
イムスロットを確立するための手段と
　をさらに備える、Ｃ６４に記載の装置。
［Ｃ６９］　装置であって、
　ピア・ツー・ピア位置決め動作を求める要求で、ターゲット移動局から受信された情報
と、各々が、対応するピアデバイスによってターゲット移動局から受信された、少なくと
も１つのピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ）ビーコン信号と関連付けられた擬似距離お
よび／または経路損失のうちの少なくとも１つを識別する、複数のピアデバイスからの複
数の報告メッセージとを記憶するように有効に作動させられるメモリと、
　前記メモリに結合された処理ユニットであって、
　前記メモリにアクセスし、
　　前記ピア・ツー・ピア位置決め動作のために少なくとも１つの割り当てられたタイム
スロットを確立し、
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　　報告メッセージ内の前記情報の少なくとも一部に、少なくとも部分的に基づいて、前
記ターゲット移動局のロケーションを算出し、
　　前記ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応答メッセージの送信を開始す
る
　ように有効に作動させられる処理ユニットと
　を備える装置。
［Ｃ７０］　前記処理ユニットは、前記ターゲット移動局の前記算出されたロケーション
と関連付けられた情報の、少なくとも１つのデバイスへの送信を開始するように有効に作
動させられる、Ｃ６９に記載の装置。
［Ｃ７１］　前記処理ユニットは、前記ターゲット移動局についての粗いロケーション推
定、前記ターゲット移動局の周辺と関連付けられた少なくとも１つのセクタまたはセル、
および／または、前記ターゲット移動局の前記周辺と関連付けられた少なくとも１つの隣
接セクタまたはセルのうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて、前記ピア・
ツー・ピア位置決め動作をサポートする複数のピアデバイスを識別するように有効に作動
させられる、Ｃ６９に記載の装置。
［Ｃ７２］　前記処理ユニットは、前記ターゲット移動局の前記ロケーションを算出する
のに十分な報告メッセージが受信されたか否かを決定し、十分な報告メッセージが受信さ
れた場合、前記ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる前記肯定応答メッセージを送
信するように有効に作動させられる、Ｃ６９に記載の装置。
［Ｃ７３］　前記処理ユニットは、前記ターゲット移動局の前記ロケーションを算出する
のに十分な報告メッセージが、第１の割り当てられたタイムスロットの間に受信されたか
否かを決定するように有効に作動させられ、十分な報告メッセージが第１の割り当てられ
たタイムスロットの間に受信されなかった場合、前記処理ユニットは、前記ピア・ツー・
ピア位置決め動作のために少なくとも第２の割り当てられたタイムスロットを確立するよ
うに有効に作動させられる、Ｃ６９に記載の装置。
［Ｃ７４］　コンピュータ実行可能命令群を格納するコンピュータ可読媒体を備える製品
であって、前記コンピュータ実行可能命令群は、１つ以上の処理ユニットによって実行さ
れると、前記１つ以上の処理ユニットが、
　ピア・ツー・ピア位置決め動作を求める要求で、ターゲット移動局から受信される情報
を記憶するように有効に作動させられるメモリと、各々が、対応するピアデバイスによっ
てターゲット移動局から受信された少なくとも１つのピア・ツー・ピア三辺測量（ＰＰＴ
）ビーコン信号と関連付けられた擬似距離および／または経路損失のうちの少なくとも１
つを識別する、複数のピアデバイスからの複数の報告メッセージとにアクセスし、
　前記ピア・ツー・ピア位置決め動作のために少なくとも１つの割り当てられたタイムス
ロットを確立し、
　報告メッセージ内の前記情報の少なくとも一部に、少なくとも部分的に基づいて、前記
ターゲット移動局のロケーションを算出し、
　前記ピア・ツー・ピア位置決め動作を終了させる肯定応答メッセージの送信を開始する
　ように有効に作動させられる、製品。
［Ｃ７５］　前記１つ以上の処理ユニットによって実施されると、前記１つ以上の処理ユ
ニットが、前記ターゲット移動局の前記算出されたロケーションと関連付けられた情報の
、少なくとも１つのデバイスへの送信を開始するように有効に作動させられるコンピュー
タ実施可能命令群をさらに備える、Ｃ７４に記載の製品。
［Ｃ７６］　前記１つ以上の処理ユニットによって実施されると、前記１つ以上の処理ユ
ニットが、前記ターゲット移動局についての粗いロケーション推定、前記ターゲット移動
局の周辺と関連付けられた少なくとも１つのセクタまたはセル、および／または、前記タ
ーゲット移動局の前記周辺と関連付けられた少なくとも１つの隣接セクタまたはセルのう
ちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて、前記ピア・ツー・ピア位置決め動作
をサポートする複数のピアデバイスを識別するように有効に作動させられるコンピュータ
実施可能命令群をさらに備える、Ｃ７４に記載の製品。
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［Ｃ７７］　前記１つ以上の処理ユニットによって実施されると、前記１つ以上の処理ユ
ニットが、前記ターゲット移動局の前記ロケーションを算出するのに十分な報告メッセー
ジが受信されたか否かを決定し、十分な報告メッセージが受信された場合、前記ピア・ツ
ー・ピア位置決め動作を終了させる前記肯定応答メッセージを送信するように有効に作動
させられるコンピュータ実施可能命令群をさらに備える、Ｃ７４に記載の製品。
［Ｃ７８］　前記１つ以上の処理ユニットによって実施されると、前記１つ以上の処理ユ
ニットが、前記ターゲット移動局の前記ロケーションを算出するのに十分な報告メッセー
ジが、第１の割り当てられたタイムスロットの間に受信されたか否かを決定するように有
効に作動させられ、十分な報告メッセージが前記第１の割り当てられたタイムスロットの
間に受信されなかった場合、前記処理ユニットは、前記ピア・ツー・ピア位置決め動作の
ために少なくとも第２の割り当てられたタイムスロットを確立するように有効に作動させ
られるコンピュータ実施可能命令群をさらに備える、Ｃ７４に記載の製品。

【図１】 【図２】
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