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(57)【要約】
　モバイルワイヤレス通信デバイスに関して、安全メッ
セージ監視動作および/または安全メッセージ送信動作
が制御される。安全メッセージの監視および/または安
全メッセージの送信に関する周期性が、モバイルワイヤ
レスデバイスの環境に基づいて変更される。安全メッセ
ージの送信に関する送信電力レベルが、モバイルワイヤ
レスデバイスの環境に基づいて変更される。一実施形態
では、安全メッセージ監視動作および安全メッセージ送
信動作が、モバイルデバイスが建物内または車両内にあ
ると判定されるときに無効にされる。一実施形態では、
安全メッセージの監視のレートおよび安全メッセージの
送信のレートが、車両の往来との近さおよび/または検
出された車両の交通量のレベルに応じて変更される。一
実施形態では、安全メッセージの送信電力が、車両の往
来との近さおよび/または検出された車両の交通量のレ
ベルに応じて変更される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信デバイスを動作させる方法であって、
　受信信号または慣性誘導情報のうちの少なくとも1つに基づいてデバイスの位置情報を
生成するステップと、
　前記生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッ
セージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御
するステップが、
　安全メッセージの監視が実行される時間間隔を決定する安全メッセージの監視周期性、
または前記通信デバイスによって行われる安全メッセージの送信間の時間を決定する安全
メッセージの送信周期性を制御するステップを含む請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記安全メッセージの監視周期性または前記安全メッセージの送信周期性が、前記通信
デバイスが比較的車両の交通量の少ない場所よりも比較的車両の交通量の多い別の場所に
あると判定されるときに増やされる請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記安全メッセージの監視周期性または前記安全メッセージの送信周期性が、車両の往
来との近さに応じて制御される請求項2に記載の方法。
【請求項５】
　前記生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッ
セージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御するステップが、
　前記通信デバイスによって送信される安全メッセージの送信電力レベルを制御するステ
ップを含む請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッ
セージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御するステップが、
　前記通信デバイスが移動している車両内にあることを前記生成されたデバイスの位置情
報が示すとき、安全メッセージ送信動作または安全メッセージ監視動作のうちの少なくと
も1つを無効にするステップを含む請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　受信信号または慣性誘導情報のうちの少なくとも1つに基づいてデバイスの位置情報を
生成するステップが、
　前記通信デバイスが車両内にあるかどうかを判定するステップを含む請求項6に記載の
方法。
【請求項８】
　前記通信デバイスが車両内にあるかどうかを判定するステップが、
　ユーザ入力、
　車両から受信した安全メッセージの強度および/もしくはレート、
　車両の安全メッセージシステムから受信した信号、
　車両の動きを示す動きのレートに対する動きの判定されたレート、または
　前記通信デバイスが車両内にあることを示す受信音響信号のうちの少なくとも1つに基
づく請求項7に記載の方法。
【請求項９】
　生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッセー
ジ送信動作のうちの少なくとも1つを制御するステップが、
　前記通信デバイスが車両の外にあることを前記生成されたデバイスの位置情報が示すと
き、安全メッセージ送信動作または安全メッセージ監視動作のうちの少なくとも1つを有
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効にするステップを含む請求項6に記載の方法。
【請求項１０】
　通信デバイスであって、
　受信信号または慣性誘導情報のうちの少なくとも1つに基づいてデバイスの位置情報を
生成するための手段と、
　前記生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッ
セージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御するための手段と、
を含む、通信デバイス。
【請求項１１】
　安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御
するための前記手段が、
　安全メッセージの監視が実行される時間間隔を決定する安全メッセージの監視周期性、
または前記通信デバイスによって行われる安全メッセージの送信間の時間を決定する安全
メッセージの送信周期性を制御するための手段を含む請求項10に記載の通信デバイス。
【請求項１２】
　安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送信周期性を制御するための前記
手段は、前記通信デバイスが車両の交通量が比較的少ない場所から車両の交通量が比較的
多い別の場所に移動したと判定されるとき、前記安全メッセージの監視周期性または前記
安全メッセージの送信周期性を増加するように制御する請求項11に記載の通信デバイス。
【請求項１３】
　安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送信周期性を制御するための前記
手段が、車両の往来との近さに応じて前記安全メッセージの監視周期性または前記安全メ
ッセージの送信周期性を制御する請求項11に記載の通信デバイス。
【請求項１４】
　前記生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッ
セージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御するための前記手段が、
　前記通信デバイスによって送信される安全メッセージの送信電力レベルを制御するため
の手段を含む請求項10に記載の通信デバイス。
【請求項１５】
　通信デバイスで使用するためのコンピュータプログラムであって、
　受信信号または慣性誘導情報のうちの少なくとも1つに基づいてデバイスの位置情報を
少なくとも1つのコンピュータに生成させるコードと、
　前記生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッ
セージ送信動作のうちの少なくとも1つを前記少なくとも1つのコンピュータに制御させる
コードと、
を含むコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　通信デバイスであって、
　受信信号または慣性誘導情報のうちの少なくとも1つに基づいてデバイスの位置情報を
生成し、
　前記生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッ
セージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御するように構成された少なくとも1つのプロ
セッサと、
　前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと、
を含む通信デバイス。
【請求項１７】
　前記少なくとも1つのプロセッサが、安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送
信動作のうちの少なくとも1つを制御するように構成されることの一部として、安全メッ
セージの監視が実行される時間間隔を決定する安全メッセージの監視周期性、または前記
通信デバイスによって行われる安全メッセージの送信間の時間を決定する安全メッセージ
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の送信周期性を制御するように構成される請求項16に記載の通信デバイス。
【請求項１８】
　前記少なくとも1つのプロセッサが、前記通信デバイスが比較的車両の交通量の少ない
場所よりも比較的車両の交通量の多い別の場所にあると判定されるときに前記安全メッセ
ージの監視周期性または前記安全メッセージの送信周期性を増やすように構成される請求
項17に記載の通信デバイス。
【請求項１９】
　前記少なくとも1つのプロセッサが、車両の往来との近さに応じて前記安全メッセージ
の監視周期性または前記安全メッセージの送信周期性を制御するように構成される請求項
18に記載の通信デバイス。
【請求項２０】
　前記少なくとも1つのプロセッサが、前記生成されたデバイスの位置情報に基づいて安
全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御する
ように構成されることの一部として、前記通信デバイスによって送信される安全メッセー
ジの送信電力レベルを制御するように構成される請求項16に記載の通信デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　さまざまな実施形態は、携帯型ワイヤレス通信ユーザデバイス、例えば、携帯電話、ラ
ップトップ、および/またはその他のハンドヘルドデバイスによる安全メッセージの送信
および受信を制御することを対象とする。
【０００２】
［関連出願］
　本出願は、「METHODS AND APPARATUS TO OPERATE A CELLPHONE IN CONJUCTION WITH A 
DSRC-ENABLED VEHICLE」と題した、2012年1月24日に出願した米国特許仮出願第61/590,02
5号の利益を主張し、「APPARATUS AND METHOD FOR CONTROLLING TRANSMISSION AND RECEP
TION OF BASIC SAFETY MESSAGES BY PEDESTRIAN USERS」と題した、2012年1月23日に出願
した米国特許仮出願第61/589,853号の利益を主張するものであり、これらの仮出願の両方
は、本願の譲受人に譲渡され、参照によりそれらの全体が本明細書に明示的に組み込まれ
る。
【背景技術】
【０００３】
　802.11p規格が、車両の安全および商業利用のために5.9GHzのスペクトルで使用するた
めに提案された。FCCは、この目的でそれぞれ10MHzずつの7チャネルを割り当てた。車両
が道路上での車両の位置および速度を示す安全メッセージを周期的にブロードキャストす
るようになると想像されている。
【０００４】
　現在の802.11pに基づくDSRC車両環境ワイヤレスアクセス(WAVE: wireless access in v
ehicular environments)システムは、車両が車両の位置、速度、およびその他の属性をそ
の他の車に周期的にアナウンスし、近くの走行車両がその車両の位置を追跡し、衝突を避
け、交通の流れを良くすることなどを可能にする基本安全メッセージのフォーマットを有
する。規格は、歩行者がこのスペクトルを利用し、歩行者の存在をその歩行者の周りの車
両に示すことができる基本安全メッセージを周期的に送信することを排除しない。しかし
、安全メッセージに割り当てられるスペクトルは、音声通信のために携帯電話によって通
常使用されるスペクトルとは異なる。
【０００５】
　通常、車両システムにおいては、基本安全メッセージは、予約されたチャネル、例えば
、安全チャネル(safety channel)または制御チャネルで周期的に送受信され、送信間隔は
、50ミリ秒毎に1回にも達する可能性がある。車両システムにとっては、この頻度は、バ
ッテリまたはチャネルリソースへの過大な負荷にならないと思われる。
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【０００６】
　しかし、電話が安全メッセージに割り当てられたスペクトルを使用することができる送
信機を含むとすると、安全メッセージに割り当てられたスペクトルで安全メッセージを歩
行者の電話によりあまりにも頻繁に送信することは、電話のバッテリの浪費の原因になる
可能性がある。加えて、安全メッセージのための802.11pのスペクトルは、例えば、歩行
者が道路または走行車両に近くないためにほとんど実用性がない安全メッセージを多くの
歩行者の電話が送出する場合、ほとんどまたはまったく利益なく混雑する可能性がある。
【０００７】
　安全メッセージに割り当てられたスペクトルで伝達される安全メッセージの受信を可能
にすることは、802.11pの無線が長時間にわたってオンにされることを必要とする可能性
があり、バッテリ電力の消費の点で重荷となる可能性がある。したがって、歩行者のユー
ザが道路の走行車両とインタラクションしていない環境で安全メッセージの操作に関して
受信機をオンのままにしておくことは、バッテリリソースの非生産的な使用につながる可
能性がある。
【０００８】
　さらに、道路を能動的に使用していない多数の歩行者のユーザが、安全チャネルの使用
をすぐに混雑させる可能性がある。例えば、車両の運転者および同乗者の携帯電話が、両
方とも、運転者および同乗者がいる車両が安全メッセージを送信するときに余分になる可
能性が高い安全メッセージを送信する可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　以上の検討を考慮して、デバイスが安全メッセージを送信するかどうかおよび/または
いつ送信するかを制御するための方法および装置に対するニーズが存在することを理解す
る必要がある。少なくともいくつかの方法および/または装置が、有用でなさそうなおよ
び/または冗長もしくは似通った情報を提供する安全メッセージの送信を減らすおよび/ま
たは防止するとすれば、望ましいであろうことを理解する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　さまざまな実施形態は、携帯型ワイヤレス端末、例えば、ハンドヘルドまたは1人で持
ち運ぶことができるワイヤレス通信デバイスによる安全メッセージ、例えば、専用狭域通
信(DSRC)安全メッセージの送信および/または受信を制御することに関する。さまざまな
実施形態の一部の特徴は、DSRC無線、例えば、802.11p無線に対応した車両内で携帯電話
またはその他の携帯型ワイヤレス通信デバイスが動作するときにその携帯電話またはその
他の携帯型ワイヤレス通信デバイスの動作を制御するために使用され得る方法および装置
に関する。
【００１１】
　1人で持ち運ぶことができるワイヤレス通信デバイス、例えば、携帯電話デバイスは、
歩行者および/または車両の安全を促進するために使用される車両安全メッセージを送信
する可能性があり、一部の実施形態においては確かに送信する。例えば、道路を使用する
歩行者は、それらの歩行者の携帯電話デバイスを使用してそれらの歩行者の位置および移
動を近くの車両/その他の歩行者のデバイスに送信することができ、したがって、車両が
、歩行者のユーザを避けることができ、および/または歩行者が、安全で早い経路を決定
する際に有用な混雑および/またはその他の情報の認識を持つことができる。
【００１２】
　さまざまな実施形態によれば、1人で持ち運ぶことができるデバイス、例えば、携帯電
話および/またはその他のユーザ機器デバイスからのメッセージの送信レートおよび/また
は受信レートが、位置情報および/または1つもしくは複数の受信信号に基づいて制御され
る。一部の実施形態においては、安全メッセージを監視および送信するレートが、車両の
ために使用されるレート未満であるように制御され、それによって、バッテリ電力の節約
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を可能にし、無線リンクリソースの混雑を制限し、さらに、使用されている携帯型デバイ
スの処理リソースに余計な負荷をかけることを防止する。
【００１３】
　一実施形態においては、歩行者が使用するためのワイヤレスデバイスの電力および周期
性が、安全メッセージに関して制御される。電力および周期性は、ワイヤレスデバイスの
環境に応じて変更され得る。一実施形態においては、ワイヤレスデバイスの位置が、ワイ
ヤレスデバイスによって送信される安全メッセージの電力および/または周期性を調整す
るために使用される可能性があり、使用されることがある。別の実施形態においては、慣
性の測定値が、歩行者の位置を予測し、それに応じて電力および周期性を調整するために
使用される。さらに別の実施形態においては、基本安全メッセージが監視され、ワイヤレ
スデバイスによって送信されるメッセージの電力および/または周期性が調整される。一
部の実施形態においては、基本安全メッセージが、その他のデバイスによって要求または
ポーリングされる可能性がある。さまざまな実施形態が、上述の電力および/または送信
制御の特徴を組み合わせて使用する可能性があり、一部は実際に組み合わせて使用するが
、すべての実施形態が検討されたすべての特徴を含むとは限らない。
【００１４】
　1つの特定の例示的な実施形態は、携帯電話デバイスが建物内にあることを特定するこ
とができ、携帯電話デバイスがその携帯電話デバイスが建物内にあることを検出する期間
、その携帯電話デバイスのDSRC安全メッセージを止める携帯電話デバイスを対象とする。
携帯電話が建物内にあるかどうかを検出するさまざまな方法は、建物音声特定信号(build
ing audio identification signal)を受信するステップと、建物内にあることが分かって
いる基地局の送信機からの所定の受信電力レベルを超える信号を検出するステップと、受
信GPS信号に基づいて建物内にあることが分かっているGPSの位置を判定するステップと、
慣性誘導情報に基づいて建物内にあることが分かっている位置を判定するステップと、検
出されたRF信号と、建物に対応するRFフィンガープリント断定マップ(RF fingerprint pr
edication map)とに基づいて位置を判定するステップとを含む。
【００１５】
　別の特定の例示的な実施形態は、携帯電話デバイスが移動している車両、例えば、移動
している車内にあることを特定することができる携帯電話デバイスを対象とする。一部の
実施形態においては、携帯電話デバイスがDSRC機能を備えた移動している車両内にあるこ
とを検出した携帯電話デバイスが、携帯電話デバイスがその携帯電話デバイスが移動して
いる車両内にあることを検出する期間、その携帯電話デバイスのDSRC安全メッセージを止
める。車両の、例えば、車のオーディオシステムから信号を受信するステップ、車両の動
きに一致した速度を検出するステップ、および/または車両の、例えば、車のDSRCシステ
ムからの1つの無線信号もしくは複数の無線信号、例えば、安全メッセージを検出するス
テップを含む、携帯電話が移動している車両、例えば、移動している車内にあるかどうか
を検出するさまざまな方法が、説明される。
【００１６】
　一部の実施形態によれば、通信デバイスを動作させる例示的な方法が、受信信号または
慣性誘導情報のうちの少なくとも1つに基づいてデバイスの位置情報を生成するステップ
と、生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッセ
ージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御するステップとを含む。一部の実施形態によ
れば、例示的な通信デバイスが、(i)受信信号または慣性誘導情報のうちの少なくとも1つ
に基づいてデバイスの位置情報を生成し、(ii)生成されたデバイスの位置情報に基づいて
安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御す
るように構成された少なくとも1つのプロセッサを含む。例示的な通信デバイスは、前記
少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリをさらに含む。
【００１７】
　さまざまな実施形態が以上の概要で検討されたが、必ずしもすべての実施形態が同じ特
徴を含むとは限らず、上述の特徴の一部は、一部の実施形態においてにおいては必須では
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ないが、望ましい可能性があることを理解されたい。多くの追加の特徴、実施形態、およ
びさまざまな実施形態の利益が、以下の詳細な説明で検討される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】さまざまな例示的な実施形態による安全メッセージのシグナリングをサポートす
る例示的なシステムの図である。
【図２】さまざまな例示的な実施形態による安全メッセージのシグナリングをサポートす
る通信デバイス、例えば、モバイルワイヤレス通信デバイスを動作させる例示的な方法の
流れ図である。
【図３】例示的な実施形態による例示的な通信デバイス、例えば、モバイルワイヤレス通
信デバイスの図である。
【図４】図3に示された例示的な通信デバイスで使用される可能性があり、一部の実施形
態において使用されるモジュールの組み立て(assembly)を示す図である。
【図５】さまざまな例示的な実施形態による安全メッセージのシグナリングに関して複数
のモバイルワイヤレス通信デバイスを制御する通信デバイス、例えば、ネットワークサー
バまたは基地局を動作させる例示的な方法の流れ図である。
【図６】例示的な実施形態による例示的な通信デバイス、例えば、ネットワークサーバま
たは基地局の図である。
【図７】図6に示された例示的な通信デバイスで使用される可能性があり、一部の実施形
態において使用されるモジュールの組み立てを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図1は、さまざまな例示的な実施形態による安全メッセージ、例えば、DSRC安全メッセ
ージの通信をサポートする例示的なシステム100の図である。例示的なシステム100は、複
数の基地局(基地局1 104、...、基地局N 106)および音響建物送信機(acoustic building 
transmitter)108を含む建物102を含む。基地局(104、...、106)は、RF基準信号(103、...
、105)を含む信号をそれぞれ送信し、それらのRF基準信号は、例えば、RFフィンガープリ
ントマップによる建物102内のモバイルデバイスの位置判定のために使用される可能性が
あり、使用されることがある。音響建物送信機108は、音響信号107を送信し、その音響信
号は、検出するモバイルデバイスが現在建物102内にあることを認識するために検出する
モバイル通信デバイスによって使用される可能性があり、使用されることがある。一部の
実施形態においては、複数の音響送信機が、モバイルワイヤレス通信デバイスによる建物
内の測距判定を容易にする建物内の異なる位置に置かれる。システム100は、複数のセル
ラ基地局(セルラ基地局1 126、...、セルラ基地局N 128)をさらに含む。セルラ基地局(12
6、...、128)は、基準信号(111、...、113)を含む信号をそれぞれ送信し、それらの基準
信号は、モバイルデバイスの位置判定のために使用される可能性があり、使用されること
がある。一部の実施形態においては、システム100は、サーバノード130、例えば、安全メ
ッセージ制御ノードを含む。モバイルワイヤレス通信デバイスの位置が集中的な手法を使
用して追跡される一部の実施形態においては、システム100は、モバイルノード(MN)位置
判定サーバ109を含む。さまざまなノード(104、...、106、126、...、128、130、109)が
バックホールネットワーク132に結合され、バックホールネットワーク132を介してさまざ
まなデバイスはデータおよび情報を交換することができる。
【００２０】
　システム100は、GPS信号(122、...、124)をそれぞれ送信する複数のGPS衛星(GPS衛星1 
118、...、GPS衛星N 120)をさらに含む。GPS信号(122、...、124)は、GPS受信機を有する
デバイスによって受信され、時間、デバイスの位置、デバイスの速度、デバイスの高度、
および/またはデバイスの向きを判定するために使用してもよく、実際しばしば使用され
ている。
【００２１】
　例示的なシステム100は、複数の道路(道路A 144、...、道路B 146)、交差点のスマート
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交通信号186、線路192も含む。車両1 148、車両2 158、および車両N 168を含め、道路上
に複数の自動車が存在する。車両(148、158、...、168)のそれぞれは、ワイヤレス通信モ
ジュール(150、160、...、170)をそれぞれ含み、それらのワイヤレス通信モジュールは、
安全メッセージの送受信をサポートする。ワイヤレス通信モジュール(150、160、...、17
0)は、安全メッセージ(156、166、...、176)をそれぞれ送信する。車両(148、158、...、
168)のそれぞれは、GPS受信機モジュール(154、164、...、174)をそれぞれ含み、それら
のGPS受信機モジュールは、GPS衛星からのGPS信号の受信をサポートする。車両(148、158
、...、168)のそれぞれは、音響送信機モジュール(152、162、...、172)をそれぞれ含み
、それらの音響送信機モジュールは、音響信号(117、119、...、121)をそれぞれ送信する
。それぞれ送信機モジュール(152、162、...172)によって送信される音響信号(117、119
、...、121)は、検出するモバイルワイヤレス通信デバイスがそれぞれ車両(148、158、..
.、168)内にあるとそれぞれ認識するために車両(148、158、...、168)内に置かれたモバ
イルワイヤレス通信デバイスによって使用される可能性があり、使用されることがある。
一部の実施形態においては、音響信号が、車両内の複数のスピーカーから送信され、音響
信号を受信するモバイル通信デバイスが、距離判定を実行し、モバイル通信デバイスが車
両内にあるか否かを判定する。
【００２２】
　スマート交通信号186は、安全メッセージの送受信をサポートするワイヤレス通信モジ
ュール188を含む。列車194は、安全メッセージの送受信をサポートするワイヤレス通信モ
ジュール199を含む。ワイヤレス通信モジュール199は、安全メッセージ197を送信する。
列車194は、GPS衛星からのGPS信号の受信をサポートするGPS受信機モジュール196も含む
。列車194は、音響信号123を送信する音響送信機モジュール198をさらに含む。送信機モ
ジュール198によって送信される音響信号123は、検出するモバイルワイヤレス通信デバイ
スが列車194内にあると認識するために、列車194内に置かれたモバイルワイヤレス通信デ
バイスによって使用される可能性があり、使用されることがある。
【００２３】
　システム100は、複数の携帯型モバイルワイヤレス通信デバイス(モバイルノード1 136
、モバイルノード2 112、モバイルノード3 193、モバイルノード4 180、...、モバイルノ
ードN 183)をやはり含み、それらの携帯型モバイルワイヤレス通信デバイスは、操作者(
操作者1 134、操作者2 110、操作者3 195、操作者4 178、...、操作者N 185)によってそ
れぞれ保持される。モバイルワイヤレス通信デバイス(136、112、193、180、...、183)の
それぞれは、それぞれ、そのモバイルワイヤレス通信デバイスのワイヤレス通信モジュー
ル(138、114、191、182、...、177)を介した安全メッセージの送受信をサポートする。モ
バイルワイヤレス通信デバイス(136、112、193、180、...、183)のそれぞれは、それぞれ
、そのモバイルワイヤレス通信デバイスのGPS受信機モジュール(140、116、189、184、..
.、179)を介したGPSの受信をサポートする。モバイルワイヤレス通信デバイス(136、112
、193、180、...、183)のそれぞれは、マイクロホンおよび音響インターフェースモジュ
ール(135、137、139、141、...、143)をそれぞれ含み、それらのマイクロホンおよび音響
インターフェースモジュールは、音響信号を受信し、モバイルワイヤレス通信デバイスが
ある建物もしくは車両内または特定の建物もしくは特定の車両内にあると特定する能力を
サポートする。また、モバイルワイヤレス通信デバイス(136、112、193、180、...、183)
のそれぞれは、ジャイロスコープおよび加速度計(125、127、129、131、...、133)を含む
慣性誘導(inertial guidance)モジュールをそれぞれ含み、それらの慣性誘導モジュール
は、位置、速度、および向きを判定し、GPSを補助し、GPSの使用停止を埋め合わせ、速度
および加速度を測定するために使用される。一部の実施形態においては、速度および加速
度の測定が、モバイルワイヤレス通信デバイスが移動している車両内にあると特定するた
めに使用される。
【００２４】
　一部の実施形態においては、安全メッセージが個人のモバイルワイヤレス通信デバイス
によって送信されるレートは、安全メッセージが車両によって送信されるレート未満であ
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るように意図的に制御される。
【００２５】
　モバイルワイヤレス通信デバイスが、デバイスの位置情報を生成し、生成されたデバイ
スの位置情報に基づいて安全メッセージの監視および/または安全メッセージの送信を制
御する1つの例示的な実施形態を考える。MN1 136を用いる操作者1 134は、建物または車
両内にいない。MN1 136は、現在、道路および線路から比較的離れた位置にある。MN1 136
は、受信されたGPS信号(122、...、124)、それぞれセルラ基地局(126、...、128)からの
受信信号(111、...、113)、および慣性モジュール125からの慣性測定情報のうちの1つま
たは複数に基づいてそのMN1の位置を判定する。MN1 136は、MN1が車両の外にあり、建物
内にないと判定する。MN1 136は、そのMN1の領域内の車両の活動のレベルを判定するため
に、例えば、受信されたメッセージの数、受信された安全メッセージの信号強度のレベル
、所与の時間間隔内で受信された安全メッセージの数、安全メッセージが受信された異な
る車両の数、所与の時間間隔内で安全メッセージが受信される異なる車両の数、および/
または安全メッセージが受信された監視時間の割合の点で車両からの安全メッセージを監
視する。この例において、MN1 136は、そのMN1の安全メッセージ142を、比較的低いレー
トおよび比較的低い送信電力レベルで送信すると決定する。さらに、MN1 136は、比較的
低いレートで安全メッセージを監視すると決定する。
【００２６】
　この例について続けると、MN2 112を用いる操作者2 110は、建物内にいる。MN2 112は
、受信された音響信号107、それぞれ基地局(104、...、106)から受信された信号(103、..
.、105)、受信されたGPS信号(122、...、124)、および慣性モジュール127からの慣性測定
情報のうちの1つまたは複数に基づいて、MN1が建物102内にあると判定する。MN2 112は、
そのMN2が建物内にある間、安全メッセージの送受信を控えると決定する。
【００２７】
　この例について続けると、MN3 193を用いる操作者3 195は、建物または車両内にいない
。現在、MN3 193は、道路A 144に比較的近い位置にある。MN3 193は、受信されたGPS信号
(122、...、124)、それぞれセルラ基地局(126、...、128)からの受信信号(111、...、113
)、および慣性モジュール129からの慣性測定情報のうちの1つまたは複数に基づいてそのM
N3の位置を判定する。MN3 193は、MN3が車両の外にあり、建物内にないと判定する。MN3 
193は、そのMN3の領域内の車両の活動のレベルを判定するために、例えば、受信されたメ
ッセージの数、受信された安全メッセージの信号強度のレベル、所与の時間間隔内で受信
された安全メッセージの数、安全メッセージが受信された異なる車両の数、所与の時間間
隔内で安全メッセージが受信される異なる車両の数、および/または安全メッセージが受
信された監視時間の割合の点で車両からの安全メッセージを監視し、活動のレベルが比較
的高いと判定する。この例において、MN3 193は、そのMN3の安全メッセージ187を、比較
的高いレートおよび比較的高い送信電力レベルで送信すると決定する。さらに、MN3 193
は、比較的高いレートで安全メッセージを監視すると決定する。
【００２８】
　この例について続けると、MN4 180を用いる操作者4 178は、移動している車両168内に
いる。MN4 180は、受信された音響信号121、車両168によって送信された受信された安全
メッセージ176、受信されたGPS信号(122、...、124)、およびその慣性モジュール131から
得られた情報のうちの1つまたは複数に基づいて、そのMN4が車両168内にあり、車両が移
動していると判定する。MN4は、そのMN4が車両168内にある間、安全メッセージを送信す
ることを控えると決定する。MN4は、そのMN4が車両168内にある間、比較的低いレートで
安全メッセージを監視すると決定する。
【００２９】
　この例について続けると、MN N 183を用いる操作者N 185は、道路A144と道路B146との
交差点の近くにおり、道路Aの片側から道路Aの反対側に渡りたい。操作者N 185は、安全
メッセージ181の生成および送信を引き起こすMN N 183の横断用押しボタン(push to cros
s button)を選択する。安全メッセージ181は、スマート交通信号186のモジュール188によ
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って受信され、スマート交通信号186は、交通信号186で信号が変わる間の時間を変更する
、例えば、短くする。安全メッセージ190は、信号が変わる前の残り時間を示すメッセー
ジを含む可能性がある。
【００３０】
　モバイルワイヤレス通信デバイス(136、112、193、180、...、183)は、システム100中
を移動する可能性があり、個々のワイヤレス通信デバイスは、そのワイヤレス通信デバイ
スの検出された環境に応じて、そのワイヤレス通信デバイスが安全メッセージを監視して
いるか否か、安全メッセージの監視周期性、安全メッセージを監視する時間の割合、その
ワイヤレス通信デバイスが安全メッセージを送信しているか否か、安全メッセージの送信
周期性、および/または安全メッセージの送信電力レベルに関してそのワイヤレス通信デ
バイスのステータスを変更する可能性があることを理解されたい。例えば、MN1 136が、
図1に示されたように、安全メッセージを低いレートおよび低い電力レベルで送信してお
り、安全メッセージを低いレートで監視していると考える。MN1 136が、建物102内を移動
しており、建物102内にある間、安全メッセージの監視および送信を止めると考える。さ
らに、MN1 136が、建物102を離れ、安全メッセージを低い電力レベルで送信することと、
安全メッセージを低いレートで監視することとを再開するとさらに考える。MN1 136は、
継続している交通に近づくとき、そのMN1の安全メッセージの送信電力レベルを上げ、そ
のMN1の安全メッセージの監視のレートを上げるとさらに考える。MN1 136が車両に入り、
車両が移動していることを検出し、それに応答して、車両がその車両自体の安全メッセー
ジシグナリング能力を有しているのでそのMN1の安全メッセージの監視および安全メッセ
ージの送信を止めるとさらに考える。
【００３１】
　安全メッセージ制御ノードであるネットワークノード、例えば、サーバノード130が、
モバイルワイヤレス通信デバイスに関するデバイスの位置情報を生成し、生成されたデバ
イスの位置情報に基づいてモバイルワイヤレス通信デバイスの安全メッセージの監視およ
び/または安全メッセージの送信を制御する。したがって、一実施形態においては、サー
バノード130が、MN1 136、MN2 112、MN3 193、MN4 180、およびMN N 183に関する安全メ
ッセージの監視および/または安全メッセージの送信を制御する。サーバノード130は、シ
ステム内のMNおよび車両に関する情報、例えば、MNの位置、車両の位置、MNの位置を導出
するために使用される情報、車両の位置を導出するために使用される情報、MNが建物内に
あるか否かについてのMNの自己判定、MNが車両内にあるか否かについてのMNの自己判定、
速度情報、慣性情報、安全メッセージの伝送レート、安全メッセージの電力レベルの情報
、およびMNの残りのバッテリ電力を収集する。システム100の全体像を把握しているサー
バノード130は、(i)特定のMNが安全メッセージを送信および/または監視しているべきで
あるか否か、(ii)特定のMNが安全メッセージを監視しているべきであると決定されるとき
、特定のMNに関する安全メッセージ監視情報、例えば、監視のレートおよび/または監視
のデューティサイクル、(iii)安全メッセージがMNによって送信されるべきであると決定
されるとき、特定のMNに関する安全メッセージの送信のレート、ならびに(iv)安全メッセ
ージがMNによって送信されるべきであるとき、安全メッセージの送信の電力レベルを決定
する。サーバノード130は、安全メッセージの監視および送信動作を制御するために制御
メッセージを生成し、MNのそれぞれに送信する。制御メッセージは、基地局(104、...、1
06、126、...、128)のうちの1つを介してMNに伝達される。制御メッセージが振り向けら
れるMNは、制御メッセージを受信し、安全メッセージに関して制御動作を実施する。この
例において、MN1 136は、安全メッセージを比較的低いレートで監視し、安全メッセージ
を比較的低いレートおよび比較的低い電力レベルで送信するように制御される。この例に
おいて、MN2 112は、安全メッセージの監視および送信を控えるように制御される。この
例において、MN3 193は、安全メッセージを比較的高いレートで監視し、安全メッセージ
を比較的高いレートおよび比較的高い電力レベルで送信するように制御される。この例に
おいて、MN4 180は、安全メッセージを比較的低いレートで監視し、安全メッセージの送
信を控えるように制御される。この例において、MN N 183は、安全メッセージを比較的高
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いレートで監視し、安全メッセージを比較的高いレートおよび比較的高い電力レベルで送
信するように制御される。
【００３２】
　一部の実施形態において、比較的高い監視のレートは、固定の事前に決められたレート
HMであり、比較的低い監視のレートは、固定の事前に決められたレートLMであり、レート
HM >レートLMである。一部の実施形態において、比較的高い送信レートは、固定の事前に
決められたレートHTであり、比較的低い送信レートは、固定の事前に決められたレートLT
であり、レートHT >レートLTである。一部の実施形態において、比較的高い送信電力レベ
ルは、固定の事前に決められた送信電力レベルHPであり、比較的低い送信電力レベルは、
固定の事前に決められた送信電力レベルLPであり、HP > LPである。さまざまな実施形態
において、HTは、基本安全メッセージを送信するために車両によって使用される安全メッ
セージの伝送レート未満である。
【００３３】
　図2は、さまざまな実施形態による通信デバイスを動作させる例示的な方法の流れ図200
である。一部の実施形態において、流れ図200の方法を実行する通信デバイスは、個人に
よって持ち運ばれ得る、安全メッセージのシグナリングをサポートするモバイル通信デバ
イス、例えば、携帯型モバイルワイヤレス通信デバイスである。例えば、流れ図200の方
法を実施する通信デバイスは、図1のシステム100のモバイルワイヤレス通信デバイス(MN1
 136、MN2 112、MN3 193、MN4 180、...、MN N 183)のうちの1つである。例示的な方法の
動作は、通信デバイスが電源を入れられ、初期化されるステップ202で始まる。動作は、
開始ステップ202からステップ204に進む。
【００３４】
　ステップ204において、通信デバイスが、受信信号または慣性誘導情報のうちの少なく
とも1つに基づいて位置情報を生成する。一部の実施形態において、受信信号は、GPS信号
、またはセルラネットワークから受信された信号である。一部の実施形態において、受信
信号は、非セルラ基地局からのものである。一部の実施形態において、受信信号は、基地
局からの基準信号である。一部の実施形態において、受信信号は、通信デバイスの位置、
例えば、基地局もしくは位置判定サーバによって判定された通信デバイスの位置(positio
n fix)、または通信デバイスの位置を導出するために使用され得る情報伝達する。一部の
実施形態において、受信信号は音響信号である。一部の実施形態において、受信信号は、
安全メッセージ、例えば、車両からの安全メッセージを伝達する。一部の実施形態におい
て、受信信号は、歩行者の通信デバイスからのものである。一部のそのような実施形態に
おいて、歩行者からの受信信号は、安全メッセージを伝達する。一部の実施形態において
、受信信号は、安全メッセージを送信するように歩行者に要求する車両からの明示的なメ
ッセージである。さまざまな実施形態においては、慣性誘導情報が、通信デバイスに含ま
れる慣性測定デバイス、例えば、加速度計および/またはジャイロスコープから取得およ
び/または導出される。さまざまな実施形態において、ステップ204は、任意であるステッ
プ206、208、210、212、および207のすべてのうちの1つまたは複数を含む。さまざまなス
テップ206、208、210、212、および207は、逐次的に、並列的に、または逐次と並列との
組み合わせで実行される可能性がある。
【００３５】
　ステップ206において、通信デバイスが、車両または車両の経路に対する通信デバイス
の位置を判定する。一部の実施形態においては、生成されたデバイスの位置情報は、通信
デバイスの厳密な位置、例えば、絶対位置を決定せず、車両または車両の経路、例えば、
道路、通り、線路、地下鉄の線路などに対する通信デバイスの位置を決定する。
【００３６】
　ステップ208において、通信デバイスが、通信デバイスが車両内にあるかどうかを判定
し、ステップ210において、通信デバイスが、通信デバイスが移動している車両内にある
かどうかを判定する。一部の実施形態においては、通信デバイスが車両内にあるかどうか
を判定することは、ユーザ入力、車両から受信された安全メッセージの強度および/もし
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くはレート、車両、例えば、通信デバイスがある車両の安全メッセージシステムから受信
された信号、車両の動きを示す動きのレートに対する動きの判定されたレート、または前
記通信デバイスが車両内にあることを示す受信された音響信号のうちの少なくとも1つに
基づく。
【００３７】
　さまざまな手法が、通信デバイスが車両内にあるかどうか、および/または車両が移動
しているかを判定するために使用される。いくつかの手法が、以下で説明される。一部の
実施形態において、通信デバイスは、安全メッセージを送信していることになる安全チャ
ネルまたは外部チャネルのシグナリングを通じて車両の車載DSRCデバイスから信号を受信
する。通信デバイスは、DSRCデバイスに対するその通信デバイス自体の位置を調べ、通信
デバイスが車両内にあると判定する。
【００３８】
　一部の実施形態において、通信デバイスは、GPS信号を受信し、その通信デバイスが歩
行者の速さを超える速度および/もしくは方向で移動しており、ならびに/または通常の歩
行者の加速のパターンを超える加速のレベルにさらされていることを特定し、その通信デ
バイスが車両、例えば、車の内にあることを特定する。
【００３９】
　一部の実施形態において、通信デバイスは、近くの車両およびその通信デバイスが置か
れている車両を含む複数の車両から安全メッセージを受信する。通信デバイスが、特定の
車両の位置および速度がその通信デバイス自体の自己判定した位置および速度に非常に近
いことを観測すると考える。通信は、その通信デバイスが、一致する車両の境界の中にあ
る可能性が高いことを特定する。
【００４０】
　一部の実施形態において、通信デバイスは、802.11もしくはBluetooth(登録商標)また
はよくある通信システムを通じて車両によって応答される要求信号をブロードキャストす
る。通信デバイスは、通信デバイスがその車両に対するその通信デバイスの位置を特定す
ることを助ける音声信号を車両のスピーカーから送出するように車両に要求することによ
って測距動作を実行し、例えば、許容可能な確かさで、通信デバイスが音声信号を送信し
ている車両内にあると判定する。
【００４１】
　一部の実施形態において、車両は、検出されたとき、通信デバイスが車両内にあると特
定するために使用され得る特定の音声信号を送信する。
【００４２】
　一部の実施形態において、通信デバイスは、安全メッセージを送信していることになる
安全チャネルまたは外部チャネルのシグナリングを通じて車両の車載DSRCデバイスから信
号を受信する。通信デバイスは、DSRCデバイスに対するその通信デバイス自体の位置を調
べ、通信デバイスが車両内にあると判定する。
【００４３】
　ステップ212において、通信デバイスが、通信デバイスが建物内にあるかどうかを判定
する。さまざまな実施形態において、通信デバイスは、ユーザ入力、建物の場所を特定す
る受信されたGPS信号および地図情報、建物のRFフィンガープリントマップに基づく通信
デバイスの位置、建物内にあると分かっているモバイルデバイスからの受信信号、建物内
の決まった場所の送信機から受信された信号、前記通信デバイスが建物内にあることを示
す受信された音響信号のうちの少なくとも1つに基づいて前記通信デバイスが建物内にあ
るかどうかを判定する。
【００４４】
　ステップ207において、通信デバイスが、DSRCスペクトルのその他の歩行者のユーザに
対する通信デバイスの位置を判定する。
【００４５】
　動作は、ステップ204からステップ214に進む。ステップ214において、通信デバイスが
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、生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッセー
ジ送信動作のうちの少なくとも1つを制御する。一部の実施形態において、安全メッセー
ジは、現在の時間、緯度、経度、速さ、向き、車両の制動情報、車両のスロットル情報、
車両のハンドル操作情報、車両のサイズ情報、および/またはエアバッグのステータス情
報を含むメッセージである。一部の実施形態において、安全メッセージは、加速度および
/または海抜(elevation)を含む。一部の実施形態において、安全メッセージは、送信者が
車両であるか、または歩行者であるかを示す。一部の実施形態において、安全メッセージ
は、車両の種類を示す。一部の実施形態において、安全メッセージは、通信デバイスに記
憶されたファイルから得られた少なくとも何らかのユーザプロファイル情報を含む。例え
ば、ユーザプロファイル情報は、ユーザが盲目であること、またはユーザが障害を持って
いることを示す可能性がある。一部の実施形態において、安全メッセージは、何らかのプ
ロファイル情報、例えば、安全メッセージを送信するデバイスを持ち運んでいる人が歩い
ていると特定する情報、安全メッセージを送信するデバイスを持ち運んでいる人がサイク
リングをしていることを示す情報、安全メッセージを送信するデバイスを持ち運んでいる
人が通りの特定の側にいることを示す情報などを含む。一部の実施形態において、安全メ
ッセージは、意図、例えば、車両による車線変更の意図、歩行者による道路横断の意図な
どを示す。さまざまな実施形態において、安全メッセージは、道路横断の意図を示す情報
を含む。例えば、携帯電話のボタンを押すことが、道路横断の意図をエリア内の交通信号
などに知らせるための安全メッセージを生成するために使用される。一部の実施形態にお
いて、そのような安全メッセージは、交通信号を制御し、例えば、交通信号が変わる時間
を変更して、安全メッセージを開始した歩行者が、そうではなくて安全メッセージが送信
されなかった場合にそうなるであろうよりも早く道路を安全に横断することができるよう
にするために使用される可能性があり、使用されることがある。
【００４６】
　一部の実施形態において、歩行者のユーザに対応するデバイスによって送信される安全
メッセージは、車両に対応するデバイスによって送信される安全メッセージとは異なる情
報の組を含む。例えば、歩行者に対応するデバイスによって送信される安全メッセージは
、ユーザプロファイル情報、例えば、ユーザの年齢の情報およびユーザの障害の情報、現
在の時間、緯度、経度、向きを含む可能性がある一方、自動車に搭載されたデバイスから
の安全メッセージに通常含まれる車両の制動情報、車両のスロットル情報、車両のハンド
ル操作情報、車両のサイズ情報、および/またはエアバッグのステータス情報などの車両
に固有の情報を省略する。歩行者の安全メッセージに含まれる可能性があるユーザの障害
の情報の例は、例えば、ユーザが盲目であることを示す情報、ユーザが視力が弱いことを
示す情報、ユーザが車椅子が必要であることを示す情報、ユーザが杖を使用することを示
す情報、ユーザが耳が聞こえないことを示す情報、またはユーザが聴覚障害があることを
示す情報を含む。
【００４７】
　ステップ214は、任意であるステップ216、218、220、222、224、226、および227のうち
の1つもしくは複数またはすべてを含む。ステップ216において、通信デバイスが、前記生
成されたデバイスの位置情報が通信デバイスが車両の外にあることを示すときに安全メッ
セージ送信動作または安全メッセージ監視動作のうちの少なくとも1つを有効にする。ス
テップ218において、通信デバイスが、前記生成されたデバイスの位置情報が通信デバイ
スが移動している車両内にあることを示すときに安全メッセージ送信動作または安全メッ
セージ監視動作のうちの少なくとも1つを無効にする。ステップ220において、通信デバイ
スが、通信デバイスが建物内にある間、安全メッセージのシグナリングを減らすかまたは
無効にする。
【００４８】
　ステップ222において、通信デバイスが、安全メッセージの監視が実行される時間間隔
を決定する安全メッセージの監視周期性、または通信デバイスによって行われる安全メッ
セージの送信間の時間を決定する安全メッセージの送信周期性を制御する。一部の実施形
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態において、安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送信周期性は、通信デ
バイスが比較的車両の交通量の少ない場所よりも比較的車両の交通量の多い別の場所にあ
ると判定されるときに増やされる。さまざまな実施形態において、安全メッセージの監視
周期性または安全メッセージの送信周期性は、車両の往来との近さに応じて制御される。
一部の実施形態において、安全メッセージの送信周期性が、例えば、所定の閾値を超える
多い歩行者のトラフィックがDSRC帯を使用していることが認められると判定されるとき、
減らされる。一部のそのような実施形態において、所定の閾値は、DSRC帯域の歩行者のト
ラフィックに関する混雑の閾値である。
【００４９】
　ステップ224において、通信デバイスが、通信デバイスによって送信される安全メッセ
ージの送信電力レベルを制御する。一部の実施形態においては、通信デバイスは、走行車
両に近いとき、その通信デバイスの安全メッセージがより多くのデバイスによって聞かれ
ることを望み、したがって、走行車両から遠いときよりも高い電力レベルで送信する。一
部の実施形態において、通信デバイスは、車両の往来から遠く離れている場合、安全メッ
セージの送信に関して、車両の往来に近かったとした場合に使用したであろう送信電力よ
りもその通信デバイスの送信電力を下げて、電力を節約し、往来の中にある可能性がより
高いデバイスに対する干渉を減らす。
【００５０】
　ステップ226において、通信デバイスが、安全メッセージの監視のデューティサイクル
を制御する。さまざまな実施形態において、安全メッセージの監視のデューティサイクル
は、車両の往来との近さに応じて制御され、例えば、通信デバイスが往来に近づくとき、
安全メッセージの監視はより多くなる。さまざまな実施形態において、安全メッセージの
監視のデューティサイクルは、車両の交通量の推定されたレベルに応じて制御され、例え
ば、検出された車両の交通量のレベルが高いほど監視はより多くなる。さまざまな実施形
態において、安全メッセージの監視のデューティサイクルは、検出された利用された監視
された安全メッセージチャネルの割合に応じて制御され、例えば、安全メッセージチャネ
ルの利用の検出されたレベルが高いほど監視はより多くなる。
【００５１】
　ステップ226において、通信デバイスが、DSRCスペクトルのその他の歩行者のユーザの
うちの少なくとも1人との通信デバイスの近さに基づいて安全メッセージ信号を送信する
か、または安全メッセージ信号の送信周期性を調整する。
【００５２】
　動作は、ステップ214からステップ204に進み、より後の時点でデバイスの位置情報を生
成する。
【００５３】
　一部の実施形態において、流れ図200の方法は、ステップ250および252を含む。ステッ
プ250において、通信デバイスが、安全メッセージを送信するように歩行者に要求する車
両からのメッセージを受信する。動作は、ステップ250からステップ252に進む。ステップ
252において、通信デバイスが、安全メッセージを送信するように歩行者に要求する車両
からの前記受信されたメッセージに応答して少なくとも1つの安全メッセージを送信する
。一部の実施形態において、安全メッセージを送信するように歩行者に要求する車両から
の受信されたメッセージは、安全メッセージの周期性の情報および/または安全メッセー
ジの送信電力の情報を伝達する情報を含む。一部の実施形態においては、少なくとも一部
の安全メッセージ送信動作は、ステップ214によって制御される。
【００５４】
　図3は、例示的な実施形態による例示的な通信デバイス300、例えば、モバイルワイヤレ
スデバイスの図である。例示的な通信デバイス300は、例えば、図1のシステム100の携帯
型モバイルワイヤレスデバイス(136、112、193、180、...、183)のうちの1つである。通
信デバイス300は、図2の流れ図200による方法を実装する可能性があり、実際に実装する
ことがある。
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【００５５】
　通信デバイス300は、さまざまな要素(302、304)がデータおよび情報を交換することが
できるバス309を介して一緒に結合されるプロセッサ302およびメモリ304を含む。通信デ
バイス300は、示されるように、プロセッサ302に結合され得る入力モジュール306および
出力モジュール308をさらに含む。しかし、一部の実施形態において、入力モジュール306
および出力モジュール308は、プロセッサ302の内部にある。入力モジュール306は、入力
信号を受信することができる。入力モジュール306は、安全メッセージを含む入力を受信
するためのワイヤレス受信機307を含む。一部の実施形態において、入力モジュール306は
、入力を受信するための有線または光入力インターフェースも含む。出力モジュール308
は、安全メッセージを含む出力を送信するためのワイヤレス送信機305を含む。一部の実
施形態において、出力モジュール308は、出力を送信するための有線または光出力インタ
ーフェースも含む。さまざまな実施形態において、ワイヤレス受信機モジュール307およ
びワイヤレス送信機モジュール305は、DSRCシグナリング、例えば、802.11pシグナリング
をサポートするワイヤレス通信モジュールを形成する。一部の実施形態において、メモリ
304は、ルーチン311およびデータ/情報313を含む。
【００５６】
　通信デバイス300は、ワイヤレス受信機モジュール307に結合されたワイヤレス通信受信
アンテナ324と、ワイヤレス送信機モジュール305に結合されたワイヤレス通信送信アンテ
ナ326とをさらに含む。一部の実施形態においては、同じアンテナが、入力と出力との両
方のワイヤレス通信シグナリングのために使用される。通信デバイス300は、通信デバイ
ス300がGPS信号を受信することができるGPSアンテナ328に結合されたGPSモジュール316を
さらに含む。GPSモジュール316、例えば、組み込まれたGPS受信機は、受信されたGPS信号
を処理し、GPS情報、例えば、GPS時間情報、GPSで決定された位置情報、GPSで決定された
速度情報、GPSで決定された高度情報、GPSで決定された向き情報、およびGPS精度情報を
出力する。出力されたGPS情報は、デバイスの位置情報を決定する際に使用される。
【００５７】
　慣性誘導モジュール318、例えば、複数のジャイロスコープおよび複数の加速度計を含
むモジュールは、デバイスの位置情報を生成する際に使用される慣性誘導情報を提供する
。一部の実施形態において、慣性誘導モジュール318は、通信デバイス300に含まれるナビ
ゲーションユニットの一部として含まれる。一部の実施形態において、慣性誘導モジュー
ル318は、複数の別個の慣性測定構成要素、例えば、別個の加速度計および/またはジャイ
ロスコープを含む。一部の実施形態において、慣性誘導モジュール318は、チップ上のジ
ャイロスコープを含む。一部の実施形態において、慣性誘導モジュール318は、チップ上
の加速度計を含む。一部の実施形態において、慣性誘導モジュール318は、チップ上の慣
性測定ユニット(IMU)である。一部の実施形態において、慣性誘導モジュール318は、プロ
セッサ302を含むチップに含まれる。さまざまな実施形態において、GPSモジュール316は
、慣性誘導モジュール318に結合される。一部の実施形態において、慣性誘導モジュール3
18は、例えば、GPSの受信状態が良くない間隔の間、GPSモジュール316を補助する。GPSモ
ジュール316および慣性誘導モジュール318は、バス309に結合される。
【００５８】
　通信デバイス300は、音響インターフェースモジュール332に結合されたマイクロホン33
0をさらに含み、音響インターフェースモジュール332は、バス309に結合される。音響信
号が、マイクロホン330によって検出され、音響インターフェースモジュール332によって
処理される。例示的な検出される音響信号は、例えば、建物内にある送信機に対応する音
響信号、車両内にある送信機に対応する音響信号、建物内にあることを示す雑音プロファ
イル(noise profile)に対応する音響信号、車両内にあることを示す雑音プロファイルに
対応する音響信号を含む。一部の実施形態において、受信された音響信号は、通信デバイ
ス300が建物または車両内にあることを特定するために使用される。一部の実施形態にお
いて、受信された音響信号は、許容可能な確率で、車両内の通信デバイス300の測距、例
えば、位置特定を実行するために使用される。
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【００５９】
　通信デバイス300は、バス309に結合されたユーザ入力モジュール320およびユーザ出力
モジュール322をさらに含む。ユーザ入力モジュール320、例えば、キーパッドおよび/ま
たはタッチスクリーンは、ユーザ入力、例えば、場所を特定するユーザ入力、ユーザが建
物内にいると特定するユーザ入力、ユーザが車両内にいることを示すユーザ入力、ユーザ
が通りを横断するつもりであることを示すユーザ入力を受信する。ユーザ出力モジュール
322、例えば、ディスプレイは、安全メッセージの通信に関してユーザに選択肢を提示し
、安全メッセージの情報を表示し、集約された安全メッセージの情報を表示する。
【００６０】
　通信デバイス300は、通信デバイス300のための残りのバッテリ電力の量を判定するよう
に構成されたバッテリ電力監視モジュール334をさらに含む。一部の実施形態においては
、残りのバッテリ電力の判定された量は、安全メッセージ監視動作および安全メッセージ
送信動作のうちの少なくとも1つを制御する際に通信デバイス300によって使用される。例
えば、一部の実施形態においては、通信デバイスの受信機が安全メッセージを監視する目
的で電源を入れられる時間の量が、残りのバッテリ電力に応じて制御され、例えば、検出
されたバッテリ電力のレベルが低いと監視のための時間は少なくなる。別の例として、安
全メッセージの送信のレートおよび/または安全メッセージに関する送信の電力レベルが
、残りのバッテリ電力のレベルが低いことが検出されるとき、より低くなるように制御さ
れる。
【００６１】
　さまざまな実施形態において、プロセッサ302は、受信信号または慣性誘導情報のうち
の少なくとも1つに基づいてデバイスの位置情報を生成し、生成されたデバイスの位置情
報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも
1つを制御するように構成される。一部の実施形態において、前記安全メッセージは、現
在の時間、緯度、経度、速さ、向き、車両の制動情報、車両のスロットル情報、車両のハ
ンドル操作情報、車両のサイズ情報、および/またはエアバッグのステータス情報を含む
メッセージである。一部の実施形態において、前記メッセージは、送信者が車両であるか
、または歩行者であるかを示す。さまざまな実施形態において、前記安全メッセージは、
前記通信デバイスに記憶されたファイルから得られた少なくとも何らかのユーザプロファ
イル情報を含む。一部の実施形態において、安全メッセージは、道路横断の意図を示す情
報を含む。
【００６２】
　さまざまな実施形態において、プロセッサ302は、デバイスの位置情報を生成するよう
に構成されることの一部として、車両または車両の経路に対する通信デバイスの位置を判
定するように構成される。一部の実施形態において、プロセッサ302は、安全メッセージ
監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御するように構成さ
れることの一部として、安全メッセージの監視が実行される時間間隔を決定する安全メッ
セージの監視周期性、または前記通信デバイスによって行われる安全メッセージの送信間
の時間を決定する安全メッセージの送信周期性を制御するように構成される。
【００６３】
　一部の実施形態において、プロセッサ302は、通信デバイスが比較的車両の交通量の少
ない場所よりも比較的車両の交通量の多い別の場所にあると判定されるときに安全メッセ
ージの監視周期性または安全メッセージの送信周期性を増やすように構成される。さまざ
まな実施形態において、プロセッサ302は、車両の往来との近さに応じて安全メッセージ
の監視周期性または安全メッセージの送信周期性を制御するように構成される。一部の実
施形態において、プロセッサ302は、例えば、所定の閾値を超える多い歩行者のトラフィ
ックがDSRC帯を使用していることが認められると判定されるときに安全メッセージの送信
周期性を減らすように構成される。
【００６４】
　一部の実施形態において、プロセッサ302は、生成されたデバイスの位置情報に基づい
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て安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御
するように構成されることの一部として、前記通信デバイスによって送信される安全メッ
セージの送信電力レベルを制御するように構成される。
【００６５】
　さまざまな実施形態において、プロセッサ302は、生成されたデバイスの位置情報に基
づいて安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを
制御するように構成されることの一部として、前記生成されたデバイスの位置情報が前記
通信デバイスが移動している車両内にあることを示すときに安全メッセージ送信動作また
は安全メッセージ監視動作のうちの少なくとも1つを無効にするように構成される。
【００６６】
　一部の実施形態において、プロセッサ302は、受信信号または慣性誘導情報のうちの少
なくとも1つに基づいてデバイスの位置情報を生成するように構成されることの一部とし
て、前記通信デバイスが車両内にあるかどうかを判定するように構成される。一部のその
ような実施形態において、プロセッサ302は、ユーザ入力、車両から受信された安全メッ
セージの強度および/もしくはレート、車両、例えば、通信デバイスがある車両の安全メ
ッセージシステムから受信された信号、車両の動きを示す動きのレートに対する動きの判
定されたレート、または前記通信デバイスが車両内にあることを示す受信された音響信号
のうちの少なくとも1つに基づいて前記通信デバイスが車両内にあるかどうかを判定する
ように構成される。
【００６７】
　さまざまな実施形態において、プロセッサ302は、生成されたデバイスの位置情報に基
づいて安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを
制御するように構成されることの一部として、前記生成されたデバイスの位置情報が前記
通信デバイスが車両の外にあることを示すときに安全メッセージ送信動作または安全メッ
セージ監視動作のうちの少なくとも1つを有効にするように構成される。
【００６８】
　一部の実施形態において、プロセッサ302は、受信信号または慣性誘導情報のうちの少
なくとも1つに基づいてデバイスの位置情報を生成するように構成されることの一部とし
て、通信デバイスが建物内にあるかどうかを判定するように構成される。一部のそのよう
な実施形態において、プロセッサ302は、生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全
メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御するよ
うに構成されることの一部として、通信デバイスが建物内にある間、安全メッセージのシ
グナリングを減らすかまたは無効にするようにさらに構成される。一部の実施形態におい
て、プロセッサ302は、ユーザ入力、建物のRFフィンガープリントマップに基づく通信デ
バイスの位置、建物内にあると分かっているモバイルデバイスからの受信信号、建物内の
決まった場所の送信機から受信された信号、前記通信デバイスが建物内にあることを示す
受信された音響信号のうちの少なくとも1つに基づいて前記通信デバイスが建物内にある
かどうかを判定するように構成される。
【００６９】
　一部の実施形態において、プロセッサ302は、受信信号または慣性誘導情報のうちの少
なくとも1つに基づいてデバイスの位置情報を生成するように構成されることの一部とし
て、DSRCスペクトルのその他の歩行者のユーザに対する通信デバイスの位置を判定するよ
うに構成される。一部のそのような実施形態において、プロセッサ302は、DSRCスペクト
ルのその他の歩行者のユーザのうちの少なくとも1人との通信デバイスの近さに基づいて
安全メッセージ信号を送信するか、または安全メッセージ信号の送信周期性を調整するよ
うに構成される。
【００７０】
　一部の実施形態において、プロセッサ302は、安全メッセージを送信するように歩行者
に要求する車両からのメッセージを受信するように構成される。一部のそのような実施形
態において、プロセッサ302は、安全メッセージを送信するように歩行者に要求する車両
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からの前記受信されたメッセージに応答して少なくとも1つの安全メッセージを送信する
ようにさらに構成される。
【００７１】
　図4は、図3に示された例示的な通信デバイス300で使用される可能性があり、一部の実
施形態において使用されるモジュールの組み立て400である。組み立て400のモジュールは
、例えば、個々の回路として、図3のプロセッサ302内のハードウェアで実装される可能性
がある。代替的に、モジュールは、ソフトウェアで実装され、図3に示された通信デバイ
ス300のメモリ304に記憶される可能性がある。一部のそのような実施形態において、モジ
ュールの組み立て400は、図3のデバイス300のメモリ304のルーチン311に含まれる。図3の
実施形態においては単一のプロセッサ、例えば、コンピュータとして示されたが、プロセ
ッサ302は1つまたは複数のプロセッサ、例えば、コンピュータとして実装される可能性が
あることを理解されたい。ソフトウェアで実装されるとき、モジュールは、プロセッサに
よって実行されるときにプロセッサ、例えば、コンピュータ302にモジュールに対応する
機能を実施させるコードを含む。一部の実施形態において、プロセッサ302は、モジュー
ル400の組み立てのモジュールのそれぞれを実装するように構成される。モジュールの組
み立て400がメモリ304に記憶される実施形態において、メモリ304は、少なくとも1つのコ
ンピュータ、例えば、プロセッサ302にモジュールが対応する機能を実施させるためのコ
ード、例えば、各モジュールに関する個々のコードを含むコンピュータ可読媒体、例えば
、非一時的コンピュータ可読媒体を含むコンピュータプログラム製品である。
【００７２】
　完全にハードウェアに基づくかまたは完全にソフトウェアに基づくモジュールが、使用
される可能性がある。しかし、ソフトウェアモジュールとハードウェア(例えば、実装さ
れた回路)モジュールとの任意の組み合わせが、機能を実施するために使用される可能性
がある。理解されるに違いないことだが、図4に示されるモジュールは、図2の流れ図200
の方法に示されおよび/または説明された対応するステップの機能を実行するように通信
デバイス300またはプロセッサ302などの通信デバイス300の要素を制御および/または構成
する。
【００７３】
　図4は、さまざまな実施形態によるモジュールの組み立て400である。モジュールの組み
立て400は、受信信号または慣性誘導情報のうちの少なくとも1つに基づいてデバイスの位
置情報を生成するように構成されたモジュール404と、生成されたデバイスの位置情報に
基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つ
を制御するように構成されたモジュール414とを含む。モジュール404は、車両または車両
の経路に対する通信デバイスの位置を判定するように構成されたモジュール406と、通信
デバイスが車両内にあるかどうかを判定するように構成されたモジュール408と、通信デ
バイスが移動している車両内にあるかどうかを判定するように構成されたモジュール410
と、通信デバイスが建物内にあるかどうかを判定するように構成されたモジュール412と
、DSRCスペクトルのその他の歩行者のユーザに対する通信デバイスの位置を判定するよう
に構成されたモジュール407とを含む。一部の実施形態において、モジュール406、408、4
10、412、および407のすべてのうちの1つまたは複数は、モジュール404の外部にある。
【００７４】
　モジュール404は、位置比較モジュール411と、歩行者動的プロファイル比較モジュール
413と、車両動的プロファイル比較モジュール415と、位置/速度マッチングモジュール417
と音声信号要求モジュール419と、音声信号モジュール421とをさらに含む。モジュール41
1、413、415、417、419、および421のうちの1つまたは複数からの出力は、判定を行うた
めにモジュール406、408および/またはモジュール410によって使用される。位置比較モジ
ュール411は、モジュールの組み立て400を含む通信デバイスの位置を、車両からの安全メ
ッセージから受信された位置と比較し、モジュールの組み立て400を含む通信デバイスが
車両内にあるかどうかを判定するように構成される。歩行者動的プロファイル比較モジュ
ール413は、例えば、受信されたGPS信号ならびに/または内部慣性センサー、例えば、ジ
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ャイロスコープおよび加速度計に基づいて、モジュールの組み立て400がある通信デバイ
スの移動速度、加速度、および向きを判定し、速度が歩行者の速さを超えているか否か、
判定された加速度のプロファイルが予測される歩行者のプロファイルから外れているか否
か、および向きが典型的な歩行者の経路から外れているか否か、例えば、移動されている
経路が歩道またはハイキングコースに沿っているか否かを判定するように構成される。車
両動的プロファイル比較モジュール415は、例えば、受信されたGPS信号ならびに/または
内部慣性センサー、例えば、ジャイロスコープおよび加速度計に基づいて、モジュールの
組み立て400がある通信デバイスの移動速度、加速度、および向きを判定し、速度が予測
される車両の速さの包絡線の中にあるか否かおよび加速度のプロファイルが予測される車
両のプロファイルと一致するか否か、ならびに向きが典型的な車両の経路にしたがってい
るか否か、例えば、移動されている経路が幹線道路の車線、線路、または地下鉄の線路に
沿っているか否かを判定するように構成される。一部の実施形態においては、異なる種類
の車両に対応する異なるプロファイルが、メモリに記憶され、車両動的プロファイルモジ
ュール415は、どの種類の車両にモジュールの組み立て400を含む通信デバイスがあるか、
例えば、車か列車かを特定する。位置/速度マッチングモジュール417は、モジュール
の組み立て400を含む通信デバイスの位置および速度を近くの複数の車両からの受信され
た安全メッセージからの受信された位置/速度情報の複数の組と比較し、どの1つの車両が
、モジュールの組み立て400を含む通信デバイスに関する位置および速度情報に最もよく
一致する位置および速度を有するかを判定し、例えば、どの車両に通信デバイスがあるか
を特定する。音声信号要求モジュール419は、例えば、許容可能な確かさで、モジュール
の組み立て400を含む通信デバイスが車両内にあるかどうかを判定するために、モジュー
ルの組み立て400を含む通信デバイスの位置を特定するのを助けるために車両のスピーカ
ーから音声信号を送信するように要求し、例えば、車両に要求する。音声信号モジュール
421は、例えば、要求に応答して、受信音声信号、例えば、複数の車両のスピーカーで送
信された受信音声信号を処理することによって測距動作を実行し、モジュールの組み立て
400を含む通信デバイスが車両内にあるか否かを判定する。一部の実施形態において、測
距のために使用される送信音声信号は、大多数の人には聴覚的に検出できないが、モジュ
ールの組み立て400を含む通信デバイスによっては検出可能である範囲内の周波数を使用
するように意図的に選択される。
【００７５】
　モジュール414は、前記生成されたデバイスの位置情報が通信デバイスが車両の外にあ
ることを示すときに安全メッセージ送信動作または安全メッセージ監視動作のうちの少な
くとも1つを有効にするように構成されたモジュール416と、前記生成されたデバイスの位
置情報が通信デバイスが移動している車両内にあることを示すときに安全メッセージ送信
動作または安全メッセージ監視動作のうちの少なくとも1つを無効にするように構成され
たモジュール418と、通信デバイスが建物内にある間、安全メッセージのシグナリングを
減らすかまたは無効にするように構成されたモジュール420とを含む。モジュール414は、
安全メッセージの監視が実行される時間間隔を決定する安全メッセージの監視周期性、ま
たは通信デバイスによって行われる安全メッセージの送信間の時間を決定する安全メッセ
ージの送信周期性を制御するように構成されたモジュール422と、通信デバイスによって
送信される安全メッセージの送信電力レベルを制御するように構成されたモジュール424
とをさらに含む。モジュール414は、安全メッセージの監視のデューティサイクルを制御
するように構成されたモジュール426をさらに含む。モジュール414は、DSRCスペクトルの
その他の歩行者のユーザのうちの少なくとも1人との通信デバイスの近さに基づいて安全
メッセージ信号を送信するか、または安全メッセージ信号の送信周期性を調整するように
構成されたモジュール427をさらに含む。一部の実施形態において、モジュール416、418
、420、422、424、426、および427のすべてのうちの1つまたは複数は、モジュール414の
外部にある。
【００７６】
　一部の実施形態において、前記安全メッセージは、現在の時間、緯度、経度、速さ、向
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き、車両の制動情報、車両のスロットル情報、車両のハンドル操作情報、車両のサイズ情
報、および/またはエアバッグのステータス情報を含むメッセージである。さまざまな実
施形態において、前記安全メッセージは、送信者が車両であるか、または歩行者であるか
を示す。さまざまな実施形態において、前記安全メッセージは、前記通信デバイスに記憶
されたファイルから得られた少なくとも何らかのユーザプロファイル情報を含む。一部の
実施形態において、前記安全メッセージは、道路横断の意図を示す情報を含む。
【００７７】
　さまざまな実施形態において、安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送
信周期性を制御するように構成されたモジュール422は、通信デバイスが車両の交通量が
比較的少ない場所から車両の交通量が比較的多い別の場所に移動したと判定されるとき、
安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送信周期性を増加するように制御す
る。
【００７８】
　さまざまな実施形態において、安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送
信周期性を制御するように構成されたモジュール422は、車両の往来との近さに応じて安
全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送信周期性を制御する。一部のそのよ
うな実施形態において、制御は、通信デバイスが車両の往来から遠く離れているときより
も通信デバイスが車両の往来に近いときのほうが安全メッセージの監視または安全メッセ
ージの送信がより頻繁に行われるようなものである。
【００７９】
　さまざまな実施形態において、安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送
信周期性を制御するように構成されたモジュール422は、近くの車両の速さに応じて安全
メッセージの監視周期性または安全メッセージの送信周期性を制御する。一部のそのよう
な実施形態において、制御は、通信デバイスが車両の速さが遅い領域内にあるときよりも
通信デバイスが車両の速さが速い領域内にあるときのほうが安全メッセージの監視または
安全メッセージの送信がより頻繁に行われるようなものである。一部の実施形態において
、制御は、通信デバイスが標識の速度制限が遅い領域内にあるときよりも通信デバイスが
標識の速度制限が速い領域内にあるときのほうが安全メッセージの監視または安全メッセ
ージの送信がより頻繁に行われるようなものである。
【００８０】
　さまざまな実施形態において、安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送
信周期性を制御するように構成されたモジュール422は、近くの許容される1つの車両の種
類または複数の車両の種類、例えば、自転車、バイク、車、トラック、バス、列車、路面
電車、および/または地下鉄車両に応じて安全メッセージの監視周期性または安全メッセ
ージの送信周期性を制御する。さまざまな実施形態において、安全メッセージの監視周期
性または安全メッセージの送信周期性を制御するように構成されたモジュール422は、近
くにあることが検出された1つの車両の種類または複数の車両の種類、例えば、自転車、
バイク、車、トラック、バス、列車、路面電車、および/または地下鉄車両に応じて安全
メッセージの監視周期性または安全メッセージの送信周期性を制御する。
【００８１】
　一部の実施形態において、モジュール422は、DSRC帯を使用していることが認められる
歩行者のトラフィックの量に応じて安全メッセージの送信周期性を制御する。一部の実施
形態において、モジュール422は、例えば、所定の閾値を超える多い歩行者のトラフィッ
クがDSRC帯を使用していることが認められると判定されるとき、削減されたレートで動作
するように安全メッセージの送信周期性を制御する。
【００８２】
　一部の実施形態において、前記通信デバイスが車両内にあるかどうかを判定するように
構成されたモジュール408は、ユーザ入力、車両から受信された安全メッセージの強度お
よび/もしくはレート、車両の安全メッセージシステムから受信された信号、車両の動き
を示す動きのレートに対する動きの判定されたレート、または前記通信デバイスが車両内



(21) JP 2015-509337 A 2015.3.26

10

20

30

40

50

にあることを示す受信された音響信号のうちの少なくとも1つに基づいて前記通信デバイ
スが車両内にあるかどうかを判定する。
【００８３】
　モジュールの組み立て400は、安全メッセージを送信するように歩行者に要求する車両
からのメッセージを受信するように構成されたモジュール450と、安全メッセージを送信
するように歩行者に要求する車両からの前記メッセージに応答して少なくとも1つの安全
メッセージを送信するように構成されたモジュール452とをさらに含む。
【００８４】
　図5は、さまざまな実施形態による通信デバイスを動作させる例示的な方法の流れ図500
である。一部の実施形態において、流れ図500の方法を実行する通信デバイスは、ネット
ワークノード、例えば、サーバノードまたは基地局である。流れ図500の方法を実行する
通信デバイスは、例えば、図1のシステム100のサーバノード130または基地局126もしくは
基地局105である。例示的な方法の動作は、通信デバイスが電源を入れられ、初期化され
るステップ502で始まる。動作は、開始ステップ502からステップ504に進む。流れ図500の
ステップは、少なくとも1つの安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作に
関して通信デバイスによって制御されている複数のモバイルワイヤレス通信デバイスのそ
れぞれのために通信デバイスによって実行される可能性がある。例えば、一実施形態にお
いては、サーバノード130が、安全メッセージ監視動作および/または安全メッセージ送信
動作に関してモバイルワイヤレス通信デバイス(MN1 136、MN2 112、MN3 193、MN4 180、.
..、MN N 183)を制御している。
【００８５】
　ステップ504において、通信デバイスが、受信信号または慣性誘導情報のうちの少なく
とも1つに基づいて位置情報を生成する。一部の実施形態において、受信信号は、GPS信号
、またはセルラネットワークから受信された信号である。一部の実施形態においては、モ
バイルワイヤレス通信デバイスによって判定された位置が、例えば、セルラネットワーク
および/またはバックホールを介して流れ図500の方法を実施する通信デバイスに伝達され
る。一部の実施形態においては、モバイルワイヤレス通信デバイスの位置を導出するため
に使用される情報、例えば、受信された基準信号の電力強度の測定値が、モバイルワイヤ
レス通信デバイスから、流れ図500の方法を実施する通信デバイスに伝達される。一部の
実施形態において、モバイルワイヤレス通信デバイスは、例えば、GPSの測定値および/ま
たは慣性の測定値に基づいてそのモバイルワイヤレス通信デバイスの位置を判定し、その
モバイルワイヤレス通信デバイスの判定された位置を、流れ図500の方法を実施する通信
デバイスに伝達する。さまざまな実施形態において、ステップ504は、任意であるステッ
プ506、508、510、512、および507のすべてのうちの1つまたは複数を含む。ステップ506
において、通信デバイスが、車両または車両の経路に対するモバイルワイヤレス通信デバ
イスの位置を判定する。一部の実施形態においては、生成されたデバイスの位置情報は、
通信デバイスの厳密な位置、例えば、絶対位置を決定せず、車両または車両の経路、例え
ば、道路、通り、線路、地下鉄の線路などに対する通信デバイスの位置を決定する。一部
の実施形態においては、モバイルワイヤレス通信デバイスよりもモバイルワイヤレス通信
デバイスの近くの状況のより正確な全体像を把握している、流れ図500の方法を実施する
通信デバイスは、地図を含み、その他の車両、通りなどに対するモバイル通信デバイスの
位置を特定することができる。ステップ508において、通信デバイスが、モバイルワイヤ
レス通信デバイスが車両内にあるかどうかを判定し、ステップ510において、通信デバイ
スが、モバイルワイヤレス通信デバイスが移動している車両内にあるかどうかを判定する
。一部の実施形態において、モバイルワイヤレス通信デバイスが車両内にあるかどうかを
判定することは、ユーザ入力、車両から
受信された安全メッセージの強度および/もしくはレート、車両、例えば、モバイルワイ
ヤレス通信デバイスがある車両の安全メッセージシステムから受信された信号、車両の動
きを示す動きのレートに対するモバイルワイヤレス通信デバイスの動きの判定されたレー
ト、または前記モバイルワイヤレス通信デバイスが車両内にあることを示すモバイルワイ
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ヤレス通信デバイスによって受信された音響信号のうちの少なくとも1つに基づく。ステ
ップ512において、通信デバイスが、モバイルワイヤレス通信デバイスが建物内にあるか
どうかを判定する。さまざまな実施形態において、通信デバイスは、ユーザ入力、建物の
RFフィンガープリントマップに基づく通信デバイスの位置、建物内にあると分かっている
モバイルワイヤレス通信デバイスからの受信信号、建物内の決まった場所の送信機からモ
バイルワイヤレス通信デバイスによって受信された信号、前記モバイルワイヤレス通信デ
バイスが建物内にあることを示すモバイルワイヤレス通信デバイスによって受信された音
響信号のうちの少なくとも1つに基づいて前記モバイルワイヤレス通信デバイスが建物内
にあるかどうかを判定する。ステップ507において、通信デバイスが、DSRCスペクトルの
その他の歩行者のユーザの位置に対するモバイルワイヤレス通信デバイスの位置を判定す
る。
【００８６】
　動作は、ステップ504からステップ514に進む。ステップ514において、通信デバイスが
、生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッセー
ジ送信動作のうちの少なくとも1つを制御する。一部の実施形態において、安全メッセー
ジは、現在の時間、緯度、経度、速さ、向き、車両の制動情報、車両のスロットル情報、
車両のハンドル操作情報、車両のサイズ情報、および/またはエアバッグのステータス情
報を含むメッセージである。一部のそのような実施形態において、安全メッセージは、送
信者が車両であるか、または歩行者であるかを示す。一部の実施形態において、安全メッ
セージは、安全メッセージを送信する通信デバイスに記憶されたファイルから得られた少
なくとも何らかのユーザプロファイル情報を含む。例えば、ユーザプロファイル情報は、
ユーザが盲目であること、またはユーザが障害を持っていることを示す可能性がある。さ
まざまな実施形態において、安全メッセージは、道路横断の意図を示す情報を含む。例え
ば、携帯電話のボタンを押すことが、道路横断の意図をエリア内の交通信号などに知らせ
るための安全メッセージを生成するために使用される。
【００８７】
　ステップ514は、任意であるステップ516、518、520、522、および524のうちの1つもし
くは複数またはすべてを含む。ステップ514は、ステップ526および528も含む。ステップ5
16において、通信デバイスが、前記生成されたデバイスの位置情報がモバイルワイヤレス
通信デバイスが車両の外にあることを示すときに安全メッセージ送信動作または安全メッ
セージ監視動作のうちの少なくとも1つを有効にする。ステップ518において、通信デバイ
スが、前記生成されたデバイスの位置情報がモバイルワイヤレス通信デバイスが移動して
いる車両内にあることを示すときに安全メッセージ送信動作または安全メッセージ監視動
作のうちの少なくとも1つを無効にする。ステップ520において、通信デバイスが、モバイ
ルワイヤレス通信デバイスが建物内にある間、安全メッセージのシグナリングを減らすか
または無効にする。ステップ522において、通信デバイスが、安全メッセージの監視が実
行される時間間隔を決定する安全メッセージの監視周期性、またはモバイルワイヤレス通
信デバイスによって行われる安全メッセージの送信間の時間を決定する安全メッセージの
送信周期性を制御する。一部の実施形態において、安全メッセージの監視周期性または安
全メッセージの送信周期性は、モバイルワイヤレス通信デバイスが比較的車両の交通量の
少ない場所よりも比較的車両の交通量の多い別の場所にあると判定されるときに増やされ
る。さまざまな実施形態において、安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの
送信周期性は、車両の往来とのモバイルワイヤレス通信デバイスの近さに応じて制御され
る。さまざまな実施形態において、安全メッセージの送信周期性は、DSRC帯を使用する歩
行者のトラフィックの観測されたレベルに応じて制御される。例えば、例えば所定の歩行
者のトラフィックの閾値レベルを超えるDSRC帯を使用する歩行者のトラフィックの検出さ
れた高いレベルに応じて、所与の時間間隔でモバイル通信デバイスから送信される安全メ
ッセージの数が、例えば、DSRC帯の混雑を減らすために減らされる。ステップ524におい
て、通信デバイスが、モバイルワイヤレス通信デバイスによって送信される安全メッセー
ジの送信電力レベルを制御する。一部の実施形態においては、モバイルワイヤレス通信デ
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バイスが走行車両に近いとき
、通信デバイスは、モバイルワイヤレス通信デバイスの安全メッセージがより多くのデバ
イスによって聞かれることを望み、したがって、モバイルワイヤレス通信デバイスが走行
車両から遠いときよりも高い電力レベルで送信するように制御される。一部の実施形態に
おいて、モバイルワイヤレス通信デバイスが車両の往来から遠く離れている場合、通信デ
バイスは、安全メッセージの送信に関して、そのモバイルワイヤレス通信デバイスが車両
の往来に近かったとした場合にそのモバイルワイヤレス通信デバイスが使用したであろう
送信電力よりもそのモバイルワイヤレス通信デバイスの送信電力を下げて、電力を節約し
、往来の中にある可能性がより高いデバイスに対する干渉を減らすようにモバイルワイヤ
レス通信デバイスを制御する。
【００８８】
　動作は、ステップ515、518、520、522、および524のうちの1つまたは複数からステップ
526に進む。ステップ526において、通信デバイスが、モバイルワイヤレス通信デバイスの
安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御す
るための制御メッセージを生成する。ステップ526において、通信デバイスが、ステップ5
16、518、520、522、および524のうちの1つまたは複数の決定を実施するための情報を生
成された制御メッセージに組み込む。動作は、ステップ526からステップ528に進む。ステ
ップ528において、通信デバイスが、生成された制御メッセージをモバイルワイヤレス通
信デバイスに送信する。一部の実施形態において、送信されたメッセージは、バックホー
ルネットワークおよびワイヤレス通信チャネル、例えば、セルラ通信信号によって、流れ
図500の方法を実施する通信デバイスからモバイルワイヤレス通信デバイスに伝達される
。一部の実施形態において、流れ図500の方法を実施する通信デバイスからワイヤレス通
信デバイスへの制御メッセージは、コマンド、例えば、安全メッセージ監視動作および/
または安全メッセージ送信動作を有効または無効にするコマンド、安全メッセージの送信
周期性を伝達するコマンド、安全メッセージの監視周期性の情報を伝達するコマンド、安
全メッセージの送信電力レベルを示すコマンド、最大の許容される安全メッセージの送信
周期性を伝達するコマンド、最大の許容される安全メッセージの送信電力レベルを示すコ
マンドを伝達する。動作は、ステップ514からステップ504に進み、より後の時点でモバイ
ルワイヤレス通信デバイスに対応するデバイスの位置情報を生成する。
【００８９】
　ステップ507を含む一部の実施形態において、通信デバイスは、DSRCスペクトルの歩行
者の使用のうちの少なくとも1つとのモバイルワイヤレス通信デバイスの近さに基づいて
安全メッセージ信号を送信するようにモバイルワイヤレス通信デバイスを制御するか、ま
たは安全メッセージ信号の送信周期性を調整するようにモバイルワイヤレス通信デバイス
を制御する。一部のそのような実施形態において、制御を実施するための制御情報は、ス
テップ526で生成される制御メッセージに含められ、生成された制御メッセージが、ステ
ップ528で送信される。
【００９０】
　図6は、例示的な実施形態による例示的な通信デバイス600、例えば、サーバノードまた
は基地局ノードなどのネットワークデバイスの図である。例示的な通信デバイス600は、
例えば、図1のシステム100のサーバノードまたは基地局ノードのうちの1つである。通信
デバイス600は、図5の流れ図500による方法を実装する可能性があり、実際に実装するこ
とがある。通信デバイス600は、複数のモバイルワイヤレス通信デバイスに関する安全メ
ッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御する。
【００９１】
　通信デバイス600は、さまざまな要素(602、604)がデータおよび情報を交換することが
できるバス609を介して一緒に結合されるプロセッサ602およびメモリ604を含む。通信デ
バイス600は、示されるように、プロセッサ602に結合され得る入力モジュール606および
出力モジュール608をさらに含む。しかし、一部の実施形態において、入力モジュール606
および出力モジュール608は、プロセッサ602の内部にある。入力モジュール606は、入力
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信号を受信することができる。入力モジュール606は、入力を受信するためのワイヤレス
受信機および/または有線もしくは光入力インターフェースを含む可能性があり、一部の
実施形態において確かに含む。出力モジュール608は、出力を送信するためのワイヤレス
送信機および/または有線もしくは光出力インターフェースを含む可能性があり、一部の
実施形態においては確かに含む。一部の実施形態において、メモリ604は、ルーチン611お
よびデータ/情報613を含む。
【００９２】
　さまざまな実施形態において、プロセッサ602は、受信信号または慣性誘導情報のうち
の少なくとも1つに基づいてデバイスの位置情報を生成し、生成されたデバイスの位置情
報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも
1つを制御するように構成される。一部の実施形態において、前記安全メッセージは、現
在の時間、緯度、経度、速さ、向き、車両の制動情報、車両のスロットル情報、車両のハ
ンドル操作情報、車両のサイズ情報、および/またはエアバッグのステータス情報を含む
メッセージである。一部のそのような実施形態において、前記メッセージは、送信者が車
両であるか、または歩行者であるかを示す。さまざまな実施形態において、前記安全メッ
セージは、安全メッセージを送信する前記通信デバイスに記憶されたファイルから得られ
た少なくとも何らかのユーザプロファイル情報を含む。一部の実施形態において、安全メ
ッセージは、安全メッセージを送信するデバイスによる道路横断の意図を示す情報を含む
。
【００９３】
　さまざまな実施形態において、プロセッサ602は、デバイスの位置情報を生成するよう
に構成されることの一部として、車両または車両の経路に対するモバイルワイヤレス通信
デバイスの位置を判定するように構成される。一部の実施形態において、プロセッサ602
は、安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを制
御するように構成されることの一部として、安全メッセージの監視が実行される時間間隔
を決定する安全メッセージの監視周期性、または前記モバイルワイヤレス通信デバイスに
よって行われる安全メッセージの送信間の時間を決定する安全メッセージの送信周期性を
制御するように構成される。
【００９４】
　一部の実施形態において、プロセッサ602は、モバイルワイヤレス通信デバイスが比較
的車両の交通量の少ない場所よりも比較的車両の交通量の多い別の場所にあると判定され
るときに安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送信周期性を増やすように
構成される。さまざまな実施形態において、プロセッサ602は、モバイルワイヤレス通信
デバイスの安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送信周期性を車両の往来
との近さに応じて制御するように構成される。
【００９５】
　一部の実施形態において、プロセッサ602は、生成されたデバイスの位置情報に基づい
て安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御
するように構成されることの一部として、前記モバイルワイヤレス通信デバイスによって
送信される安全メッセージの送信電力レベルを制御するように構成される。
【００９６】
　さまざまな実施形態において、プロセッサ602は、生成されたデバイスの位置情報に基
づいて安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを
制御するように構成されることの一部として、前記生成されたデバイスの位置情報が前記
モバイルワイヤレス通信デバイスが移動している車両内にあることを示すときにモバイル
ワイヤレス通信デバイスの安全メッセージ送信動作または安全メッセージ監視動作のうち
の少なくとも1つを無効にするように構成される。
【００９７】
　一部の実施形態において、プロセッサ602は、受信信号または慣性誘導情報のうちの少
なくとも1つに基づいてデバイスの位置情報を生成するように構成されることの一部とし
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て、前記モバイルワイヤレス通信デバイスが車両内にあるかどうかを判定するように構成
される。一部のそのような実施形態において、プロセッサ602は、ユーザ入力、車両から
受信された安全メッセージの強度および/もしくはレート、車両(例えば、通信デバイスが
ある車両)の安全メッセージシステムから受信された信号、車両の動きを示す動きのレー
トに対するモバイルワイヤレス通信デバイスの動きの判定されたレート、または前記モバ
イルワイヤレス通信デバイスが車両内にあることを示すモバイルワイヤレス通信デバイス
によって受信された受信音響信号のうちの少なくとも1つに基づいて、前記モバイルワイ
ヤレス通信デバイスが車両内にあるかどうかを判定するように構成される。
【００９８】
　さまざまな実施形態において、プロセッサ602は、生成されたデバイスの位置情報に基
づいて安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを
制御するように構成されることの一部として、前記生成されたデバイスの位置情報が前記
モバイルワイヤレス通信デバイスが車両の外にあることを示すときにモバイルワイヤレス
通信デバイスの安全メッセージ送信動作または安全メッセージ監視動作のうちの少なくと
も1つを有効にするように構成される。
【００９９】
　一部の実施形態において、プロセッサ602は、受信信号または慣性誘導情報のうちの少
なくとも1つに基づいてデバイスの位置情報を生成するように構成されることの一部とし
て、モバイルワイヤレス通信デバイスが建物内にあるかどうかを判定するように構成され
る。一部のそのような実施形態において、プロセッサ602は、生成されたデバイスの位置
情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくと
も1つを制御するように構成されることの一部として、モバイルワイヤレス通信デバイス
が建物内にある間、安全メッセージのシグナリングを減らすかまたは無効にするようにさ
らに構成される。一部の実施形態において、プロセッサ602は、ユーザ入力、建物のRFフ
ィンガープリントマップに基づくモバイルワイヤレス通信デバイスの位置、建物内にある
と分かっている別のモバイルデバイスからの受信信号、建物内の決まった場所の送信機か
らモバイルワイヤレス通信デバイスによって受信された信号、前記モバイルワイヤレス通
信デバイスが建物内にあることを示す受信された音響信号のうちの少なくとも1つに基づ
いて前記モバイルワイヤレス通信デバイスが建物内にあるかどうかを判定するように構成
される。
【０１００】
　一部の実施形態において、プロセッサ602は、DSRCスペクトルのその他の歩行者のユー
ザの位置に対するモバイルワイヤレス通信デバイスの位置を判定するように構成される。
一部のそのような実施形態において、プロセッサ602は、DSRCスペクトルの少なくとも1人
のその他の歩行者のユーザとのモバイルワイヤレス通信デバイスの近さに基づいて安全メ
ッセージ信号を送信するか、または安全メッセージのシグナリングの周期性を調整するよ
うにモバイルワイヤレス通信デバイスを制御するようにさらに構成される。
【０１０１】
　さまざまな実施形態において、プロセッサ602は、モバイルワイヤレス通信デバイスの
安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御す
るための制御メッセージ、例えば、制御されているモバイルワイヤレス通信デバイスに関
する安全メッセージの監視の有効化およびレートならびに/または安全メッセージの送信
の有効化、レート、および送信電力レベルに関して制御の決定を伝達する制御メッセージ
を生成するように構成される。プロセッサ602は、生成された制御メッセージを制御され
ているモバイルワイヤレス通信デバイスに例えば直接的または間接的に送信するようにさ
らに構成される。
【０１０２】
　図7は、図6に示された例示的な通信デバイス600で使用される可能性があり、一部の実
施形態において使用されるモジュールの組み立て700である。組み立て700のモジュールは
、例えば、個々の回路として、図6のプロセッサ602内のハードウェアで実装される可能性
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がある。代替的に、モジュールは、ソフトウェアで実装され、図6に示された通信デバイ
ス600のメモリ604に記憶される可能性がある。一部のそのような実施形態において、モジ
ュールの組み立て700は、図6のデバイス600のメモリ604のルーチン611に含まれる。図6の
実施形態においては単一のプロセッサ、例えば、コンピュータとして示されたが、プロセ
ッサ602は1つまたは複数のプロセッサ、例えば、コンピュータとして実装される可能性が
あることを理解されたい。ソフトウェアで実装されるとき、モジュールは、プロセッサに
よって実行されるときにプロセッサ、例えば、コンピュータ602にモジュールに対応する
機能を実施させるコードを含む。一部の実施形態において、プロセッサ602は、モジュー
ル700の組み立てのモジュールのそれぞれを実装するように構成される。モジュールの組
み立て700がメモリ604に記憶される実施形態において、メモリ604は、少なくとも1つのコ
ンピュータ、例えば、プロセッサ602にモジュールが対応する機能を実施させるためのコ
ード、例えば、各モジュールに関する個々のコードを含むコンピュータ可読媒体、例えば
、非一時的コンピュータ可読媒体を含むコンピュータプログラム製品である。
【０１０３】
　完全にハードウェアに基づくかまたは完全にソフトウェアに基づくモジュールが、使用
される可能性がある。しかし、ソフトウェアモジュールとハードウェア(例えば、実装さ
れた回路)モジュールとの任意の組み合わせが、機能を実施するために使用される可能性
がある。理解されるに違いないことだが、図7に示されるモジュールは、図5の流れ図500
の方法に示されおよび/または説明された対応するステップの機能を実行するように通信
デバイス600またはプロセッサ602などの通信デバイス600の要素を制御および/または構成
する。
【０１０４】
　図7は、さまざまな実施形態によるモジュールの組み立て700である。モジュールの組み
立て700は、受信信号または慣性誘導情報のうちの少なくとも1つに基づいてデバイスの位
置情報を生成するように構成されたモジュール704と、生成されたデバイスの位置情報に
基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つ
を制御するように構成されたモジュール714とを含む。モジュール704は、車両または車両
の経路に対するモバイルワイヤレス通信デバイスの位置を判定するように構成されたモジ
ュール706と、モバイルワイヤレス通信デバイスが車両内にあるかどうかを判定するよう
に構成されたモジュール708と、モバイルワイヤレス通信デバイスが移動している車両内
にあるかどうかを判定するように構成されたモジュール710と、モバイルワイヤレス通信
デバイスが建物内にあるかどうかを判定するように構成されたモジュール712とを含む。
モジュール704は、DSRCスペクトルのその他の歩行者のユーザの位置に対するモバイルワ
イヤレス通信デバイスの位置を判定するように構成されたモジュール707を含む。一部の
実施形態において、モジュール706、708、710、712、および707のすべてのうちの1つまた
は複数は、モジュール704の外部にある。
【０１０５】
　モジュール714は、前記生成されたデバイスの位置情報がモバイルワイヤレス通信デバ
イスが車両の外にあることを示すときに安全メッセージ送信動作または安全メッセージ監
視動作のうちの少なくとも1つを有効にするように構成されたモジュール716と、前記生成
されたデバイスの位置情報がモバイルワイヤレス通信デバイスが移動している車両内にあ
ることを示すときに安全メッセージ送信動作または安全メッセージ監視動作のうちの少な
くとも1つを無効にするように構成されたモジュール718と、モバイルワイヤレス通信デバ
イスが建物内にある間、安全メッセージのシグナリングを減らすかまたは無効にするよう
に構成されたモジュール720とを含む。モジュール714は、安全メッセージの監視が実行さ
れる時間間隔を決定する安全メッセージの監視周期性、またはモバイルワイヤレス通信デ
バイスによって行われる安全メッセージの送信間の時間を決定する安全メッセージの送信
周期性を制御するように構成されたモジュール722と、モバイルワイヤレス通信デバイス
によって送信される安全メッセージの送信電力レベルを制御するように構成されたモジュ
ール724とをさらに含む。モジュール714は、DSRCスペクトルのその他の歩行者のユーザの
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うちの少なくとも1人とのモバイルワイヤレス通信デバイスの近さに基づいて安全メッセ
ージ信号を送信するか、または安全メッセージ信号の送信周期性を調整するようにモバイ
ルワイヤレス通信デバイスを制御するように構成されたモジュール725をさらに含む。
【０１０６】
　モジュール714は、モバイルワイヤレス通信デバイスの安全メッセージ監視動作または
安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御するための制御メッセージを生成
するように構成されたモジュール726と、生成された制御メッセージをモバイルワイヤレ
ス通信デバイスに送信するように構成されたモジュール728とをさらに含む。一部の実施
形態において、モジュール716、718、720、722、724、725、726および728のすべてのうち
の1つまたは複数は、モジュール714の外部にある。
【０１０７】
　一部の実施形態において、安全メッセージは、現在の時間、緯度、経度、速さ、向き、
車両の制動情報、車両のスロットル情報、車両のハンドル操作情報、車両のサイズ情報、
および/またはエアバッグのステータス情報を含むメッセージである。さまざまな実施形
態において、安全メッセージは、送信者が車両であるか、または歩行者であるかを示す。
一部の実施形態において、前記安全メッセージは、メッセージを送信したデバイスに記憶
されたファイルから得られた少なくとも何らかのユーザプロファイル情報を含む。一部の
実施形態において、前記安全メッセージは、道路横断の意図を示す情報を含む。
【０１０８】
　さまざまな実施形態において、安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送
信周期性を制御するように構成されたモジュール722は、モバイルワイヤレス通信デバイ
スが車両の交通量が比較的少ない場所から車両の交通量が比較的多い別の場所に移動した
と判定されるとき、安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送信周期性を増
加するように制御する。
【０１０９】
　さまざまな実施形態において、安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送
信周期性を制御するように構成されたモジュール722は、車両の往来とのモバイルワイヤ
レス通信デバイスの近さに応じて安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送
信周期性を制御する。一部のそのような実施形態において、制御は、モバイルワイヤレス
通信デバイスが車両の往来から遠く離れているときよりもモバイルワイヤレス通信デバイ
スが車両の往来に近いときのほうが安全メッセージの監視または安全メッセージの送信が
より頻繁に行われるように制御されるようなものである。
【０１１０】
　さまざまな実施形態において、安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送
信周期性を制御するように構成されたモジュール722は、制御されているモバイルワイヤ
レス通信デバイスの近くの車両の速さに応じて安全メッセージの監視周期性または安全メ
ッセージの送信周期性を制御する。一部のそのような実施形態において、制御は、モバイ
ルワイヤレス通信デバイスが車両の速さが遅い領域内にあるときよりもモバイルワイヤレ
ス通信デバイスが車両の速さが速い領域内にあるときのほうが安全メッセージの監視また
は安全メッセージの送信がより頻繁に行われるようなものである。一部の実施形態におい
て、制御は、モバイルワイヤレス通信デバイスが標識の速度制限が遅い領域内にあるとき
よりもモバイルワイヤレス通信デバイスが標識の速度制限が速い領域内にあるときのほう
が安全メッセージの監視または安全メッセージの送信がより頻繁に行われるようなもので
ある。
【０１１１】
　さまざまな実施形態において、安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送
信周期性を制御するように構成されたモジュール722は、制御されているモバイルワイヤ
レス通信デバイスの近くの許容される1つの車両の種類または複数の車両の種類、例えば
、自転車、バイク、車、トラック、バス、列車、路面電車、地下鉄車両などに応じて安全
メッセージの監視周期性または安全メッセージの送信周期性を制御する。さまざまな実施
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形態において、安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送信周期性を制御す
るように構成されたモジュール722は、制御されているモバイルワイヤレス通信デバイス
の近くにあることが検出された1つの車両の種類または複数の車両の種類、例えば、自転
車、バイク、車、トラック、バス、列車、路面電車、地下鉄車両などに応じて安全メッセ
ージの監視周期性または安全メッセージの送信周期性を制御する。
【０１１２】
　一部の実施形態において、モジュール722は、制御されているモバイルワイヤレス通信
デバイスの近くでDSRC帯を使用する観測された歩行者のトラフィックの量に応じて安全メ
ッセージの送信周期性を制御するように構成される。例えば、制御されているモバイルワ
イヤレス通信デバイスの近くでDSRC帯を使用する歩行者のトラフィックの観測された高い
レベルに対して、制御されているモバイルワイヤレス通信デバイスは、例えば、混雑を減
らすためにより少ない頻度で安全メッセージを送信するように制御される。
【０１１３】
　一部の実施形態において、モバイル通信デバイスが車両内にあるかどうかを判定するよ
うに構成されたモジュール708は、モバイルワイヤレス通信デバイスへのユーザ入力、モ
バイルワイヤレス通信デバイスによって車両から受信された安全メッセージの強度および
/もしくはレート、モバイルワイヤレス通信デバイスによって車両の安全メッセージシス
テムから受信された信号、車両の動きを示す動きのレートに対するモバイルワイヤレス通
信デバイスの動きの判定されたレート、または前記モバイルワイヤレス通信デバイスが車
両内にあることを示す前記モバイルワイヤレス通信デバイスによって受信された受信音響
信号のうちの少なくとも1つに基づいてモバイルワイヤレス通信デバイスが車両内にある
かどうかを判定する。
【０１１４】
　必ずしもすべてではなく一部の実施形態のさまざまな態様および/または特徴が、以下
でさらに説明される。一部の実施形態において、ワイヤレスデバイスによって送信される
安全メッセージの電力および/または周期性は、環境に応じて調整される。使用される可
能性があり、使用されることがある環境入力(environmental input)は、例えば、ワイヤ
レスデバイスによって受信されたGPS信号、ワイヤレスデバイスを有する歩行者の位置を
予測するために使用され得るジャイロスコープおよび加速度計などの機器によって行われ
たワイヤレスデバイスの慣性システムの測定値、ならびにその他の車両からの基本安全メ
ッセージ、例えば、車両からの802.11p送信を含む。
【０１１５】
　例えば、地図と併せて使用されるGPS信号がユーザが建物内または屋内環境にあること
を示す場合、一部の実施形態において、安全メッセージの送信は、完全にオフにされるか
または削減され、例えば、1秒に1回未満の送信にまで減らされる。GPS信号に加えて、ジ
ャイロスコープなどの電話の慣性システムが、歩行者の位置/移動の方向を予測するため
に使用され得る。歩行者が道路の走行車両に近くない場合、周期性は減らされ、歩行者が
後で道路の走行車両に再び近づく時点で増やされる可能性がある。その他の車両からの道
路交通基本安全メッセージ、例えば、その他の車両からの802.11p送信、およびそれらの
メッセージの受信電力の検出が、ユーザが道路/往来にどれだけ近いかを示すためにやは
り使用される可能性があり、使用されることがある。
【０１１６】
　さまざまな例示的な実施形態は、歩行者のモバイルワイヤレスデバイスが安全メッセー
ジを送信するように制御されるべきであるとき、例えば、歩行者が道路を横断しようとし
ているときを特定するため、および交通に関連する状況にないと特定される場合に周期性
を低い値、例えば、1秒につき1回以下の送信に減らすために、上述の入力のうちの1つも
しくは複数またはすべてを使用する可能性があり、実際に使用することがある。
【０１１７】
　802.11p信号のために受信機をオンにし続ける際にはかなりの量のエネルギーがやはり
費やされるので、特にバッテリの消耗が重要な考慮事項であるとき、ワイヤレスデバイス
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の受信機のデューティサイクルをそのワイヤレスデバイスの環境に基づいて規制すること
が有用である可能性がある。さらに、受信デューティサイクルを制御することは、上述の
入力からの入力、例えば、GPS、ジャイロスコープ/加速度計、および検出された802.11p
送信を利用することができる。安全送信(safety transmission)を観測するデューティサ
イクルは、歩行者の推定された位置/活動と、その歩行者が道路および走行車両に近いか
どうかとに基づいて減らされる可能性があり、一部の実施形態においては減らされる。
【０１１８】
　さらに、802.11p送信を観測するデューティサイクルは、観測される期間内のチャネル
の占有の密度と、さらに受信電力とに基づく可能性がある。例えば、電話の受信機が1秒
毎に100msの期間の間、チャネルを観測する現在の状態にあり、この100msの期間内に、50
%を超えるチャネルの占有を観測する場合、そのことは、受信機が車両の送信の近くにあ
ることを示唆する。チャネルの占有は、車両から観測される(測定値がより信頼できる)か
、またはその他の歩行者から測定される(これは信頼性が劣る)可能性がある。
【０１１９】
　同様に、数台の車両からの基本安全メッセージ(BSM)パケットが非常に高い電力で受信
される場合、そのことは、歩行者が車両の往来に極めて近いことをやはり示唆し、応答と
して、一部の実施形態においては、デューティサイクルが増やされ、受信機がより長い時
間オン状態に保たれる。
【０１２０】
　同様に、802.11pの基本安全メッセージが極めて弱くなるか、またはチャネルの占有が
極めて少なくなる場合、歩行者のデバイスは、チャネルを聞く比較的低い周期性に切り替
わる。
【０１２１】
　安全メッセージの送信を制御するさまざまな態様および/または特徴が、以下でさらに
説明される。一部の実施形態においては、歩行者の送信機の電力および周期性が、歩行者
がいる特定された環境および状況に基づいて制御される。環境を特定するために使用され
る例示的な入力は、電話/デバイスによって受信されたGPS信号、歩行者の位置を予測する
ために使用されるジャイロスコープおよび加速度計による測定値などの電話/デバイスの
慣性システム構成要素による測定値、ならびにその他の車両からの道路交通基本安全メッ
セージ、例えば、その他の車両からの802.11p送信の検出を含む。
【０１２２】
　地図と併せて使用されるGPS信号がユーザが建物内または屋内環境にあることを示す場
合、安全メッセージの送信は、完全にオフにされるかまたは削減されるかのどちらかであ
り、例えば、1秒に1回未満の送信にまで減らされる。GPS信号に加えて、ジャイロスコー
プなどの電話の慣性システムが、歩行者の位置/移動の方向を予測するために使用される
。歩行者が道路の走行車両にそれほど近くない場合、周期性が減らされ、歩行者が後で道
路の走行車両に近づく時点で増やされる可能性がある。その他の車両からの道路交通基本
安全メッセージ、例えば、802.11p送信、およびそれらのメッセージの受信電力の検出が
、ユーザが道路/往来にどれだけ近いかも示す。
【０１２３】
　さまざまな実施形態は、歩行者のモバイルワイヤレス通信デバイスが安全メッセージを
送信するように制御されるとき、例えば、歩行者が道路を横断しようとしているときを特
定するため、および交通に関連する状況にないと特定される場合に周期性を低い値、例え
ば、1秒につき1回以下の送信に減らすために、上述の入力のうちの1つもしくは複数また
はすべてを使用する。
【０１２４】
　安全メッセージの受信を制御する、例えば、安全メッセージを受信するために受信機を
オンに切り替える一部の実施形態のさまざまな態様および/または特徴が、以下でさらに
検討される。802.11p信号のために受信機をオンにし続ける際にはかなりの量のエネルギ
ーがやはり費やされるので、モバイルワイヤレス通信デバイスの受信機のデューティサイ
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クルをそのモバイルワイヤレス通信デバイスの環境に基づいて規制することが有用である
。
【０１２５】
　一部の実施形態において、受信デューティサイクルを制御することは、上述の入力から
の入力、例えば、GPS入力、ジャイロスコープ/加速度計入力、802.11p送信検出情報を利
用する。安全メッセージの送信を観測するデューティサイクルは、歩行者の推定された位
置および/または推定された活動と、その歩行者が道路および走行車両に近いかどうかと
に基づいて減らされる可能性があり、一部の実施形態においては減らされる。
【０１２６】
　さらに、802.11p送信を観測する、例えば、802.11p送信を監視するデューティサイクル
は、一部の実施形態においては、観測される期間内のチャネルの占有の密度と、さらに受
信電力とに基づく。例えば、一部の実施形態においては、携帯電話の受信機が1秒毎に100
msの期間の間、チャネルを観測する現在の状態にあり、この100msの期間内に、50%を超え
るチャネルの占有を観測する場合、そのことは、受信機が車両の送信の近くにあることを
示唆する。同様に、数台の車両からのBSMパケットが非常に高い電力で受信される場合、
そのことは、歩行者が車両の往来に極めて近いことをやはり示唆し、応答として、一部の
実施形態においては、デューティサイクルが増やされ、受信機がより長い時間オン状態に
保たれる。
【０１２７】
　同様に、監視によって観測された検出された802.11pの基本安全メッセージが極めて弱
くなるか、またはチャネルの占有が極めて少ないことが観測される場合、一部の実施形態
においては、歩行者のデバイスは、チャネルを聞く、例えば、監視する比較的低い周期性
に切り替わる。
【０１２８】
　携帯型ワイヤレス通信デバイスの送信を制御する問題は、デバイスが車両内、例えば、
DSRC通信能力を有する車の中にあるかどうかによって変わる。さまざまな特徴は、携帯型
デバイス、例えば、携帯電話が車両、例えば、車の中にあるかどうかを判定することを対
象とし、その場合、それによって、その携帯型デバイスが車の中にある期間、その携帯型
デバイスのDSRC安全メッセージング能力を無効にする可能性がある。
【０１２９】
　一部の実施形態においては、携帯電話デバイスが、その携帯電話デバイスが移動してい
る車両、例えば、移動している車の中にあることを特定する可能性がある。一部のそのよ
うな実施形態において、携帯電話は、DSRCメッセージを送信し、監視している移動してい
る車両内にその携帯電話があると判定することに応じてその携帯電話の安全メッセージを
止める。
【０１３０】
　一実施形態において、携帯電話デバイスは、安全メッセージを送信していることになる
安全チャネルまたは外部チャネルのシグナリングを通じて車両の車載DSRCデバイスから信
号を受信する。携帯電話は、DSRCデバイスに対するその携帯電話自体の位置を調べ、その
携帯電話が車両内にあると判定し、その携帯電話の安全ブロードキャスト(safety broadc
ast)をオフにする。
【０１３１】
　別の実施形態において、携帯電話デバイスは、その携帯電話デバイスのGPS信号を受信
し、その携帯電話デバイスが歩行者の速さおよび通常の歩行者の加速のパターンを超える
速度および方向で移動していることを特定し、その携帯電話デバイスが車両、例えば、車
の内にあることを特定する。そして、その携帯電話デバイスは、DSRCメッセージングをオ
フにするか、または非常に少ない頻度の更新に戻る。
【０１３２】
　別の実施形態において、携帯電話デバイスは、近くの車両から安全メッセージを受信す
るが、所与の車両の位置および速度がその携帯電話デバイス自体の位置および速度に極め
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て近いことを観測し、その携帯電話デバイスがその車の境界の中にあることを特定する。
この状況で、携帯電話は、DSRC安全メッセージのブロードキャストをオフにする。
【０１３３】
　別の実施形態において、携帯電話デバイスは、802.11もしくはBluetooth（登録商標）
またはよくある通信システムを通じて車両によって応答される要求信号をブロードキャス
トする。そして、その携帯電話デバイスは、車両に、その携帯電話デバイスがその車に対
するその携帯電話デバイスの位置を特定するのを助ける音声信号をその車両のスピーカー
から送出するように要求することによって測距動作を実行する。携帯電話デバイスは、あ
る許容可能な信頼のレベルで、その携帯電話デバイスが車の境界の中にあることを特定す
る場合、その携帯電話デバイスの基本安全メッセージの送信をオフにする。
【０１３４】
　一実施形態において、携帯電話デバイスは、安全メッセージを送信していることになる
安全チャネルまたは外部チャネルのシグナリングを通じて車両の車載DSRCデバイスから信
号を受信する。携帯電話は、DSRCデバイスに対するその携帯電話自体の位置を調べ、その
携帯電話が車両内にあると判定し、その携帯電話の安全メッセージのブロードキャストを
オフにする。
【０１３５】
　さまざまな実施形態において、図1のシステム100の通信デバイス、および/または図3の
通信デバイス300、および/または図6の通信デバイス600、および/または図のいずれかの
通信デバイスのうちの1つは、本出願の図のいずれかに関して示され、および/または本出
願の詳細な説明で説明された個々のステップおよび/または動作のそれぞれに対応するモ
ジュールを含む。一部の実施形態において、モジュールは、ハードウェア、例えば、回路
の形態で実装される。したがって、少なくとも一部の実施形態において、モジュールは、
ハードウェアで実装される可能性があり、実装されることがある。その他の実施形態にお
いて、モジュールは、通信デバイスのプロセッサによって実行されるときに対応するステ
ップまたは動作をデバイスに実施させるプロセッサが実行可能な命令を含むソフトウェア
モジュールとして実装される可能性があり、実装されることがある。さらにその他の実施
形態において、モジュールの一部またはすべては、ハードウェアとソフトウェアとの組み
合わせとして実装される。
【０１３６】
　さまざまな実施形態の技術は、ソフトウェア、ハードウェア、および/またはソフトウ
ェアとハードウェアとの組み合わせを使用して実装される可能性がある。さまざまな実施
形態は、装置、例えば、ネットワークノード、ピアツーピア通信をサポートするモバイル
端末などのモバイルノード、基地局などのアクセスポイント、および/または通信システ
ムを対象とする。さまざまな実施形態は、方法、例えば、ネットワークノード、モバイル
ノード、基地局などのアクセスポイント、および/または通信システム、例えば、ホスト
を制御し、および/または動作させる方法も対象とする。さまざまな実施形態は、方法の1
つまたは複数ステップを実施するように機械を制御するための機械可読命令を含む機械、
例えば、コンピュータ可読媒体、例えば、ROM、RAM、CD、ハードディスクなども対象とす
る。コンピュータ可読媒体は、例えば、非一時的コンピュータ可読媒体である。
【０１３７】
　開示されたプロセスのステップの特定の順序または階層は例示的な手法の例であること
が、理解される。設計の選択に基づいて、プロセスのステップの特定の順序または階層は
、本開示の範囲内に留まりながら再編成される可能性があることが理解される。添付の方
法の請求項は、さまざまなステップの要素を見本の順序で示し、示された特定の順序また
は階層に限定されるように意図されていない。
【０１３８】
　さまざまな実施形態において、本明細書において説明されたノードは、1つまたは複数
の方法に対応するステップ、例えば、信号処理、信号生成、および/または送信のステッ
プを実行するための1つまたは複数のモジュールを使用して実装される。したがって、一
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部の実施形態において、さまざまな特徴は、モジュールを使用して実装される。そのよう
なモジュールは、ソフトウェア、ハードウェア、またはソフトウェアとハードウェアとの
組み合わせを使用して実装される可能性がある。上述の方法または方法のステップの多く
は、例えば、1つまたは複数のノードで上述の方法のすべてまたは一部を実施するように
機械、例えば、追加のハードウェアを有するかまたは追加のハードウェアを持たない多目
的コンピュータを制御するための、メモリデバイス、例えば、RAM、フロッピー（登録商
標）ディスクなどの機械可読媒体に含まれるソフトウェアなどの機械が実行可能な命令を
使用して実装され得る。したがって、とりわけ、さまざまな実施形態は、機械、例えば、
プロセッサおよび関連するハードウェアに上述の方法のステップのうちの1つまたは複数
を実行させるための機械が実行可能な命令を含む機械可読媒体、例えば、非一時的コンピ
ュータ可読媒体を対象とする。一部の実施形態は、本発明の1つまたは複数の方法のステ
ップのうちの1つ、複数、またはすべてを実施するように構成されたプロセッサを含むデ
バイス、例えば、通信ノードを対象とする。
【０１３９】
　一部の実施形態において、1つまたは複数のデバイス、例えば、ワイヤレス端末、ネッ
トワークノード、および/またはアクセスノードなどの通信ノードの1つのプロセッサまた
は複数のプロセッサ、例えば、CPUは、通信ノードによって実行されものとして説明され
た方法のステップを実行するように構成される。プロセッサの構成は、プロセッサの構成
を制御するための1つもしくは複数のモジュール、例えば、ソフトウェアモジュールを使
用することによって、ならびに/または記載のステップを実行するおよび/もしくはプロセ
ッサの構成を制御するためのプロセッサ内のハードウェア、例えば、ハードウェアモジュ
ールを含めることによって実現され得る。したがって、すべてではなく一部の実施形態は
、プロセッサが含まれるデバイスによって実行されるさまざまな説明された方法のステッ
プのそれぞれに対応するモジュールを含むプロセッサを有するデバイス、例えば、通信ノ
ードを対象とする。すべてではなく一部の実施形態において、デバイス、例えば、通信ノ
ードは、プロセッサが含まれるデバイスによって実行されるさまざまな説明された方法の
ステップのそれぞれに対応するモジュールを含む。モジュールは、ソフトウェアおよび/
またはハードウェアを使用して実装される可能性がある。
【０１４０】
　一部の実施形態は、さまざまな機能、ステップ、行為、および/または動作、例えば、
上述の1つまたは複数のステップを1つのコンピュータまたは複数のコンピュータに実施さ
せるためのコードを含むコンピュータ可読媒体、例えば、非一時的コンピュータ可読媒体
を含むコンピュータプログラム製品を対象とする。実施形態に応じて、コンピュータプロ
グラム製品は、実行されるべきそれぞれのステップのための異なるコードを含む可能性が
あり、含むことがある。したがって、コンピュータプログラム製品は、方法、例えば、通
信デバイスまたはノードを制御する方法のそれぞれの個々のステップのためのコードを含
む可能性があり、含むことがある。コードは、RAM (ランダムアクセスメモリ)、ROM (読
み出し専用メモリ)、またはその他の種類のストレージデバイスなどのコンピュータ可読
媒体、例えば、非一時的コンピュータ可読媒体に記憶された機械、コンピュータが実行可
能な命令の形態である可能性がある。コンピュータプログラム製品を対象とすることに加
えて、一部の実施形態は、上述の1つまたは複数の方法のさまざまな機能、ステップ、行
為、および/または動作のうちの1つまたは複数を実施するように構成されたプロセッサを
対象とする。したがって、一部の実施形態は、本明細書において説明された方法のステッ
プの一部またはすべてを実施するように構成されたプロセッサ、例えば、CPUを対象とす
る。プロセッサは、例えば、本出願で説明された通信デバイスまたはその他のデバイスで
使用するためのものである可能性がある。
【０１４１】
　さまざまな実施形態は、ピアツーピアシグナリングプロトコルを使用する通信システム
によく適している。一部の実施形態は、直行周波数分割多重化(OFDM)に基づくワイヤレス
ピアツーピアシグナリングプロトコル、例えば、WiFi（登録商標）シグナリングプロトコ
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ルまたは別のOFDMに基づくプロトコルを使用する。
【０１４２】
　OFDMシステムに関連して説明されたが、さまざまな実施形態の方法および装置の少なく
とも一部は、多くの非OFDMおよび/または非セルラシステムを含む広範な通信システムに
適用可能である。
【０１４３】
　上述のさまざまな実施形態の方法および装置に対する多数のさらなる変更が、上述の説
明に鑑みて当業者には明らかであろう。そのような変更は、範囲内であると見なされるべ
きである。方法および装置は、通信デバイス間のワイヤレス通信リンクを提供するために
使用され得る符号分割多元接続(CDMA)、OFDM、および/またはさまざまなその他の種類の
通信技術とともに使用される可能性があり、さまざまな実施形態において使用される。一
部の実施形態において、1つまたは複数の通信デバイスは、OFDMおよび/もしくはCDMAを使
用してモバイルノードとの通信リンクを確立し、ならびに/または有線もしくはワイヤレ
ス通信リンクを介してインターネットもしくは別のネットワークへの接続性を提供する可
能性があるアクセスポイントとして実装される。さまざまな実施形態において、モバイル
ノードは、方法を実施するための受信機/送信機回路ならびに論理および/またはルーチン
を含むノートブックコンピュータ、携帯情報端末(PDA)、またはその他の携帯型デバイス
として実装される。
【符号の説明】
【０１４４】
　　100　システム
　　102　建物
　　103　RF基準信号
　　104　基地局1
　　105　RF基準信号
　　106　基地局N
　　107　音響信号
　　108　音響建物送信機
　　109　モバイルノード(MN)位置判定サーバ
　　110　操作者2
　　111　基準信号
　　112　モバイルノード2
　　113　基準信号
　　114　ワイヤレス通信モジュール
　　116　GPS受信機モジュール
　　117　音響信号
　　118　GPS衛星1
　　119　音響信号
　　120　GPS衛星N
　　121　音響信号
　　122　GPS信号
　　123　音響信号
　　124　GPS信号
　　125　慣性モジュール
　　126　セルラ基地局1
　　127　慣性モジュール
　　128　セルラ基地局N
　　130　サーバノード
　　132　バックホールネットワーク
　　134　操作者1
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　　135　マイクロホンおよび音響インターフェースモジュール
　　136　モバイルノード1
　　137　マイクロホンおよび音響インターフェースモジュール
　　138　ワイヤレス通信モジュール
　　139　マイクロホンおよび音響インターフェースモジュール
　　140　GPS受信機モジュール
　　141　マイクロホンおよび音響インターフェースモジュール
　　142　安全メッセージ
　　143　マイクロホンおよび音響インターフェースモジュール
　　144　道路A
　　146　道路B
　　148　車両1
　　150　ワイヤレス通信モジュール
　　152　音響送信機モジュール
　　154　GPS受信機モジュール
　　156　安全メッセージ
　　158　車両2
　　160　ワイヤレス通信モジュール
　　162　音響送信機モジュール
　　164　GPS受信機モジュール
　　166　安全メッセージ
　　168　車両N
　　170　ワイヤレス通信モジュール
　　172　音響送信機モジュール
　　174　GPS受信機モジュール
　　176　安全メッセージ
　　177　ワイヤレス通信モジュール
　　178　操作者4
　　179　GPS受信機モジュール
　　180　モバイルノード4
　　181　安全メッセージ
　　182　ワイヤレス通信モジュール
　　183　モバイルノードN
　　184　GPS受信機モジュール
　　185　操作者N
　　186　スマート交通信号
　　188　ワイヤレス通信モジュール
　　189　GPS受信機モジュール
　　190　安全メッセージ
　　191　ワイヤレス通信モジュール
　　192　線路
　　193　モバイルノード3
　　194　列車
　　195　操作者3
　　196　GPS受信機モジュール
　　197　安全メッセージ
　　198　音響送信機モジュール
　　199　ワイヤレス通信モジュール
　　300　通信デバイス
　　302　プロセッサ
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　　304　メモリ
　　305　ワイヤレス送信機
　　306　入力モジュール
　　307　ワイヤレス受信機
　　308　出力モジュール
　　309　バス
　　311　ルーチン
　　313　データ/情報
　　316　GPSモジュール
　　318　慣性誘導モジュール
　　320　ユーザ入力モジュール
　　322　ユーザ出力モジュール
　　324　ワイヤレス通信受信アンテナ
　　326　ワイヤレス通信送信アンテナ
　　328　GPSアンテナ
　　330　マイクロホン
　　332　音響インターフェースモジュール
　　334　バッテリ電力監視モジュール
　　400　組み立て
　　404, 406, 407, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 427, 450, 4
52　モジュール
　　411　位置比較モジュール
　　413　歩行者動的プロファイル比較モジュール
　　415　車両動的プロファイル比較モジュール
　　417　位置/速度マッチングモジュール
　　419　音声信号要求モジュール
　　421　音声信号モジュール
　　600　通信デバイス
　　602　プロセッサ
　　604　メモリ
　　606　入力モジュール
　　608　出力モジュール
　　609　バス
　　611　ルーチン
　　613　データ/情報
　　700　モジュールの組み立て
　　704, 706, 707, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 725　モジュール
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【手続補正書】
【提出日】平成25年11月23日(2013.11.23)
【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】
　通信デバイスを動作させる方法であって、
　受信信号または慣性誘導情報のうちの少なくとも1つに基づいてデバイスの位置情報を
生成するステップと、
　前記生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッ
セージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御するステップと、
を含み、
　前記生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッ
セージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御するステップが、
　前記通信デバイスが車両内にあることを前記生成されたデバイスの位置情報が示すとき
、安全メッセージ送信動作または安全メッセージ監視動作のうちの少なくとも1つを無効
にするステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御
するステップが、
　安全メッセージの監視が実行される時間間隔を決定する安全メッセージの監視周期性、
または前記通信デバイスによって行われる安全メッセージの送信間の時間を決定する安全
メッセージの送信周期性を制御するステップを含む請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記安全メッセージの監視周期性または前記安全メッセージの送信周期性が、前記通信
デバイスが比較的車両の交通量の少ない場所よりも比較的車両の交通量の多い別の場所に
あると判定されるときに増やされる請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記安全メッセージの監視周期性または前記安全メッセージの送信周期性が、車両の往
来との近さに応じて制御される請求項2に記載の方法。
【請求項５】
　前記生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッ
セージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御するステップが、
　前記通信デバイスによって送信される安全メッセージの送信電力レベルを制御するステ
ップを含む請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　受信信号または慣性誘導情報のうちの少なくとも1つに基づいてデバイスの位置情報を
生成するステップが、
　前記通信デバイスが移動している車両内にあるかどうかを判定するステップを含む請求
項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記通信デバイスが車両内にあるかどうかを判定するステップが、
　ユーザ入力、
　車両から受信した安全メッセージの強度および/もしくはレート、
　車両の安全メッセージシステムから受信した信号、
　車両の動きを示す動きのレートに対する動きの判定されたレート、または
　前記通信デバイスが車両内にあることを示す受信音響信号、
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のうちの少なくとも1つに基づく請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッセー
ジ送信動作のうちの少なくとも1つを制御するステップが、
　前記通信デバイスが車両の外にあることを前記生成されたデバイスの位置情報が示すと
き、安全メッセージ送信動作または安全メッセージ監視動作のうちの少なくとも1つを有
効にするステップを含む請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　通信デバイスであって、
　受信信号または慣性誘導情報のうちの少なくとも1つに基づいてデバイスの位置情報を
生成するための手段と、
　前記生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッ
セージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御するための手段と、
を含み、
　前記生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッ
セージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御するための前記手段が、
　前記通信デバイスが車両内にあることを前記生成されたデバイスの位置情報が示すとき
、安全メッセージ送信動作または安全メッセージ監視動作のうちの少なくとも1つを無効
にするための手段を含むことを特徴とする通信デバイス。
【請求項１０】
　安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御
するための前記手段が、
　安全メッセージの監視が実行される時間間隔を決定する安全メッセージの監視周期性、
または前記通信デバイスによって行われる安全メッセージの送信間の時間を決定する安全
メッセージの送信周期性を制御するための手段を含む請求項9に記載の通信デバイス。
【請求項１１】
　安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送信周期性を制御するための前記
手段は、前記通信デバイスが車両の交通量が比較的少ない場所から車両の交通量が比較的
多い別の場所に移動したと判定されるとき、前記安全メッセージの監視周期性または前記
安全メッセージの送信周期性を増加するように制御する請求項10に記載の通信デバイス。
【請求項１２】
　安全メッセージの監視周期性または安全メッセージの送信周期性を制御するための前記
手段が、車両の往来との近さに応じて前記安全メッセージの監視周期性または前記安全メ
ッセージの送信周期性を制御する請求項10に記載の通信デバイス。
【請求項１３】
　前記生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッ
セージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御するための前記手段が、
　前記通信デバイスによって送信される安全メッセージの送信電力レベルを制御するため
の手段を含む請求項9に記載の通信デバイス。
【請求項１４】
　通信デバイスで使用するためのコンピュータプログラムであって、
　受信信号または慣性誘導情報のうちの少なくとも1つに基づいてデバイスの位置情報を
少なくとも1つのコンピュータに生成させるコードと、
　前記生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッ
セージ送信動作のうちの少なくとも1つを前記少なくとも1つのコンピュータに制御させる
コードと、
　前記通信デバイスが車両内にあることを前記生成されたデバイスの位置情報が示すとき
、安全メッセージ送信動作または安全メッセージ監視動作のうちの少なくとも1つを無効
にするためのコードと、
を含む、コンピュータプログラム。
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【請求項１５】
　通信デバイスであって、
　受信信号または慣性誘導情報のうちの少なくとも1つに基づいてデバイスの位置情報を
生成し、
　前記生成されたデバイスの位置情報に基づいて安全メッセージ監視動作または安全メッ
セージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御し、
　前記通信デバイスが車両内にあることを前記生成されたデバイスの位置情報が示すとき
、安全メッセージ送信動作または安全メッセージ監視動作のうちの少なくとも1つを無効
にするように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
　前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと、
を含む通信デバイス。
【請求項１６】
　前記少なくとも1つのプロセッサが、安全メッセージ監視動作または安全メッセージ送
信動作のうちの少なくとも1つを制御するように構成されることの一部として、安全メッ
セージの監視が実行される時間間隔を決定する安全メッセージの監視周期性、または前記
通信デバイスによって行われる安全メッセージの送信間の時間を決定する安全メッセージ
の送信周期性を制御するように構成される請求項15に記載の通信デバイス。
【請求項１７】
　前記少なくとも1つのプロセッサが、前記通信デバイスが比較的車両の交通量の少ない
場所よりも比較的車両の交通量の多い別の場所にあると判定されるときに前記安全メッセ
ージの監視周期性または前記安全メッセージの送信周期性を増やすように構成される請求
項16に記載の通信デバイス。
【請求項１８】
　前記少なくとも1つのプロセッサが、車両の往来との近さに応じて前記安全メッセージ
の監視周期性または前記安全メッセージの送信周期性を制御するように構成される請求項
17に記載の通信デバイス。
【請求項１９】
　前記少なくとも1つのプロセッサが、前記生成されたデバイスの位置情報に基づいて安
全メッセージ監視動作または安全メッセージ送信動作のうちの少なくとも1つを制御する
ように構成されることの一部として、前記通信デバイスによって送信される安全メッセー
ジの送信電力レベルを制御するように構成される請求項15に記載の通信デバイス。
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