
JP 6646684 B2 2020.2.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置情報を明らかにするためのＧＲＬ装置において、
　金属コイルに通電し、且つ標準周波数振動を利用して電磁波を作り出すオンチップ電源
と共に動作する小型原子時計と、
　前記小型原子時計と論理通信するプロセッサと、
　複数の基準位置からタイミング信号を受信するための受信機と、
　一意識別子を記憶するためのメモリと、
　前記ＧＲＬ装置を資産に取り付け、且つそれにより前記資産にＵＵＩＤを固定して関連
付けるための取付手段と、
　データ信号を伝送するための無線送信機と、
　既知の送信機の位置座標を含むデジタル記憶域であって、前記位置座標が前記プロセッ
サにとってアクセス可能である、デジタル記憶域と、
　前記ＧＲＬ装置上に記憶され、且つ要求に応じて実行可能である実行可能ソフトウェア
と
を含み、前記実行可能ソフトウェアが、
　前記複数の基準位置からそれぞれの伝送を受信すること、
　前記複数の基準位置から受信された前記それぞれの伝送及び既知の送信機の前記位置座
標に基づいて前記ＧＲＬ装置の物理的位置を明らかにすること、及び
　前記ＵＵＩＤ、前記明らかにされた物理的位置、及び秘密鍵を含む認証済みの位置を伝



(2) JP 6646684 B2 2020.2.14

10

20

30

40

50

送することと、
　前記明らかにされた物理的位置に関する精度範囲値を生成することと、
　前記小型原子時計によって生成されたタイミング値に関する精度範囲を生成することと
、
　前記秘密鍵の値、前記明らかにされた位置、前記明らかにされた位置に関する前記精度
範囲値、及び前記原子時計によって生成された前記タイミング値に関する前記精度範囲に
基づいてハッシュ値を生成することと、を前記ＧＲＬ装置に行わせるように前記プロセッ
サと共に動作可能であることを特徴とするＧＲＬ装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のＧＲＬ装置において、前記ＵＵＩＤ及び前記位置が無線、視覚データ
、及び聴覚データのうちの１つ又は複数によって伝送されることを特徴とするＧＲＬ装置
。
【請求項３】
　請求項１に記載のＧＲＬ装置において、位置が絶対位置及び相対位置の一方又は両方を
含むことを特徴とするＧＲＬ装置。
【請求項４】
　請求項１に記載のＧＲＬ装置において、前記実行可能ソフトウェアが、前記ＵＵＩＤ及
び位置データの一方又は両方を前記無線送信機によって無線で伝送することを前記無線送
信機に行わせるように更に動作可能であることを特徴とするＧＲＬ装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のＧＲＬ装置において、前記無線送信機が別のＧＲＬ装置に無線で伝送
するように構成されることを特徴とするＧＲＬ装置。
【請求項６】
　請求項１に記載のＧＲＬ装置において、周囲環境から前記ＧＲＬ装置にエネルギをハー
ベストし、且つ前記ＧＲＬ装置内に含まれる１つ又は複数のコンポーネントに電流を供給
するように動作可能なエネルギハーベスティング機構を更に含むことを特徴とするＧＲＬ
装置。
【請求項７】
　請求項１に記載のＧＲＬ装置において、前記実行可能ソフトウェアが、領域のＵＵＩＤ
を決定すること及び前記領域のＵＵＩＤを伝送することを前記ＧＲＬ装置に行わせるよう
に更に動作可能であることを特徴とするＧＲＬ装置。
【請求項８】
　資産の位置を提供する方法において、
　ＧＲＬ装置のメモリ内に汎用固有識別子（ＵＵＩＤ）及び秘密鍵の値を入れるステップ
と、
　プロセッサ、デジタルメモリ、小型原子時計、及びデータレセプタを含む前記ＧＲＬ装
置を前記資産に取り付けるステップと、
　前記資産に前記ＵＵＩＤを関連付けるステップと、
　前記小型原子時計によってタイミング信号を生成するステップと、
　３つ以上の基準位置からそれぞれのタイミング信号を受信するステップと、
　プログラム可能コードを前記プロセッサによって実行することにより前記ＧＲＬ装置の
物理的位置を明らかにするステップであって、前記物理的位置が、３つ以上の基準位置か
らの前記それぞれのタイミング信号及び前記小型原子時計からの前記タイミング信号に基
づく、ステップと、
　前記明らかにされた物理的位置、前記秘密鍵、及び前記ＵＵＩＤを、前記プロセッサと
デジタル通信ネットワークとの間の論理通信を提供するように構成されたスマートゲート
ウェイによって伝送するステップと、を含み、
　ａ．前記明らかにされた物理的位置に関する精度範囲値を生成するステップと、
　ｂ．前記小型原子時計によって生成されたタイミング値に関する精度範囲を生成するス
テップと、
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　ｃ．前記秘密鍵の値、前記明らかにされた位置、前記明らかにされた位置に関する前記
精度範囲値、及び前記小型原子時計によって生成された前記タイミング値に関する前記精
度範囲に基づいてハッシュ値を生成するステップと
を更に含むことを特徴とする方法。
を含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法において、
　ａ．前記ＧＲＬ装置が取り付けられている前記資産の前記物理的位置を確認するために
前記ハッシュ値とマッチされ得る公開鍵を提供するステップ
を追加的に含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　複数のＧＲＬ装置の位置を追跡するためのＧＲＬシステムにおいて、
　ａ．デジタル通信ネットワークと論理通信するネットワークサーバと、
　ｂ．前記デジタル通信ネットワークと論理通信し、且つ少なくとも１つのＧＲＬ装置と
無線通信によって論理通信する１つ又は複数のスマートゲートウェイと、
　ｃ．資産に取り付けられ、且つ前記スマートゲートウェイ及び前記ネットワークサーバ
の一方又は両方と論理通信する第１のＧＲＬ装置と
を含み、前記第１のＧＲＬ装置が、
　金属コイルに通電し、且つバッキーボールの遷移周波数に基づく標準周波数振動を利用
して電磁波を作り出すオンチップ電源と共に動作する小型原子時計と、
　前記小型原子時計と論理通信するプロセッサと、
　複数の基準位置からタイミング信号を受信するための受信機と、
　一意識別子を記憶するためのメモリと、
　前記第１のＧＲＬ装置を前記資産に取り付け、且つそれにより前記資産にＵＵＩＤを固
定して関連付けるための取付手段と、
　データ信号を伝送するための無線送信機と、
　既知の送信機の位置座標を含むデジタル記憶域であって、前記位置座標が前記プロセッ
サにとってアクセス可能である、デジタル記憶域と、
　前記第１のＧＲＬ装置上に記憶され、且つ要求に応じて実行可能である実行可能ソフト
ウェアと
を含み、前記実行可能ソフトウェアが、
　前記複数の基準位置からそれぞれの伝送を受信すること、
　前記複数の基準位置から受信された前記それぞれの伝送及び前記複数の基準位置の位置
座標に基づいて前記第１のＧＲＬ装置の物理的位置を明らかにすること、及び
　前記資産に関連付けられた前記ＵＵＩＤ及び前記第１のＧＲＬ装置の前記明らかにされ
た物理的位置を無線通信によって伝送すること
を前記第１のＧＲＬ装置に行わせるように前記プロセッサと共に動作可能であり、
　前記スマートゲートウェイが、前記ＵＵＩＤ及び前記第１のＧＲＬ装置への前記明らか
にされた物理的位置を、前記デジタル通信ネットワークを介して前記ネットワークサーバ
に伝送するように動作可能であり、
　前記ＧＲＬ装置が、前記第１のＧＲＬ装置及び前記第１のＧＲＬ装置が取り付けられて
いる前記資産の一方又は両方に関連付けられたＰＫＩを前記スマートゲートウェイに伝送
するように追加的に動作可能であり、
　前記ネットワークサーバが、前記第１のＧＲＬ装置が取り付けられている前記資産の記
録を含み、且つ前記第１のＧＲＬ装置の前記明らかにされた物理的位置を前記資産に関連
付けて、
　前記第１のＧＲＬ装置が、明らかにされた物理的な第１の位置データと共にセンサデー
タを追加的に伝送し、
　前記第１のＧＲＬ装置が、第２のＧＲＬ装置にそれぞれ関連付けられた第２のＵＵＩＤ
及び第２の位置データを追加的に伝送し、前記第２のＧＲＬ装置が、関連付けられた前記



(4) JP 6646684 B2 2020.2.14

10

20

30

40

50

第２のＵＵＩＤ及び前記第２の位置データを前記第１のＧＲＬ装置に無線で伝送すること
を特徴とするＧＲＬシステム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のＧＲＬシステムにおいて、前記第１のＧＲＬ装置が、複数の不同の
位置を明らかにし、且つ前記複数の不同の位置を表すデータを前記スマートゲートウェイ
に伝送するように追加的に動作可能であり、及び
　前記スマートゲートウェイが前記複数の不同の位置を前記ネットワークサーバに伝送し
、及び
　前記ネットワークサーバが前記複数の不同の位置を前記資産の移動として解釈すること
を特徴とするＧＲＬシステム。
【請求項１２】
　請求項１０に記載のＧＲＬシステムにおいて、前記第１のＧＲＬ装置によって伝送され
る前記センサデータが前記資産から受信されることを特徴とするＧＲＬシステム。
【請求項１３】
　請求項１０に記載のＧＲＬシステムにおいて、前記第１のＧＲＬ装置及び前記第２のＧ
ＲＬ装置のそれぞれが、２人のそれぞれの人の識別として使用されるそれぞれの物品に取
り付けられ、前記ネットワークサーバが、前記第１の位置データ及び第２の位置を利用し
て、前記物品が識別として使用される前記２人のそれぞれの人の移動を追跡することを特
徴とするＧＲＬシステム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のＧＲＬシステムにおいて、前記ネットワークサーバが、前記２人の
それぞれの人が互いに近くにいると判定することを特徴とするＧＲＬシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本願は、２０１５年１月５日に出願された「Ｒｅｓｏｃａｔｏｒ」という名称の米国仮
特許出願第６２／１００，０３３号明細書の利益を主張する。本願は、２０１５年２月１
８日に出願された「Ｒｅｓｏｃａｔｏｒ」という名称の米国仮特許出願第６２／１１７，
９４６号明細書の利益も主張する。本願は、２０１５年７月７日に出願された「Ｒｅｓｏ
ｃａｔｏｒ」という名称の米国仮特許出願第６２／１８９，４２７号明細書の利益も主張
する。ここで言及したこれらの出願の内容は依拠され、参照により本明細書に援用される
。
【０００２】
　本開示は、原子時計等の高精度のタイミング機構を有する小型の位置特定装置、物理的
資産及び資産内に含まれるデータを正確に位置特定し、識別し、及び追跡することによっ
てエネルギ、時間、及び労力を節約するセキュリティ装置に関する。より詳細には、本開
示は、資産に付着又挿入され、且つ基準資産又は別の資産に対する資産の位置の高精度の
追跡を行うために使用され得る物理装置（本明細書ではＧＲＬ装置と呼ばれることもある
）を提示する。ＧＲＬ装置は、コンピュータ、無線受信機、及び三辺測量機構を含むこと
ができ、且つ製品、有機体、農産物、又は製品のコンポーネント内に含まれ得る。
【背景技術】
【０００３】
　報道される事件を単純に再検討すると、テロに対処するには、国境として定められる境
界等の境界によって定められる領域又は保護領域内にどのような人物がいるかを、認証済
みの方法で確認できることが極めて有用であることが示される。しかし、現在に至るまで
かかる情報を確認する経済的且つ効率的な方法は存在しない。境界内に入ることが認めら
れると、人はその境界によって定められる空間領域内の場所を比較的自由に移動すること
ができる。加えて、空間領域内に入ることを認められた何れの人物が訪問又は接近してい
るかを確認するのは困難である。
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【０００４】
　国境内に入るためにパスポートを使用することが知られている。加えて、保護領域に入
るために、本人の写真を含み得るセキュリティバッジを利用することが知られている。し
かし、パスポート又はセキュリティバッジに関連付けられた人が画定境界内のどこを移動
し、それがいつであるかを確認するのは非常に困難である。それらの人々が画定境界内に
いる間、接触している可能性がある人を確認するのも非常に困難である。
【０００５】
　別の側面では、過去１０年間で位置情報技術が急増しており、無数のアプリケーション
がその機能内に位置情報機能を実装している。例えば、スマートフォンは、ＧＰＳ信号を
得ることができない場合、地理位置情報機能を概して含み、それらのスマートフォン用の
ソフトウェアアプリケーションの一部は米国特許第５，９４５，９４８号明細書で記載さ
れているようにこの機能を利用する」。しかし、スマートフォンは、スマートフォン自体
以外の資産を追跡するための確実な又は信頼できる方法ではない。
【０００６】
　無線認証（ＲＦＩＤ）は、物体に付加されるタグを自動で識別し追跡するためにデータ
を無線伝送する一例である。ＲＦＩＤタグは、読取機がタグを無線でクエリし、タグ内に
含まれる半導体チップ上に記憶された情報をタグに送り返させることを可能にするため、
ＲＦＩＤ装置は、多くの人々によりバーコードに取って代わる方法と見なされていた。Ｒ
ＦＩＤタグは、近くの読取機にとって及び予め記憶された情報を伝えるのに有用であるが
、一般に建物又は家屋内での通信に限定される。
【０００７】
　ＩＳＯ／ＩＥＣ　２０２４８は、バーコード及び／又はＲＦＩＤタグ内に記憶されるデ
ータが構築され、デジタル署名される方法を規定する。この規格の目的は、オフラインで
の使用事例においてデータが本物であること及びデータの完全性を確認するために、サー
ビスとデータキャリアとの間でオープン且つ相互運用可能な方法を提供することである。
ＩＳＯ／ＩＥＣ　２０２４８のデータ構造は、ビット数の面で小さいデジタル署名を指す
「ＤｉｇＳｉｇ」とも呼ばれる。ＩＳＯ／ＩＥＣ　２０２４８は、モノのインターネット
［ＩｏＴ］及び機械同士［Ｍ２Ｍ］のサービス内でデータメッセージをやり取りする効果
的且つ相互運用可能な方法も提供し、かかるサービス内の知的エージェントがデータメッ
セージを認証し、データの改竄を検出することを可能にする」。しかし、ＲＦＩＤ技術の
枠組み及び実装には、より多くの価値を提供するその能力を制限する幾つかの欠点があり
、主な制限の１つはＲＦＩＤが自己位置特定できないことである。
【０００８】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは、多くの種類の低電力装置が通信することを可能にするためのデ
ータ伝送プロトコルとして採用されることを実現し、従来のＢｌｕｅｔｏｏｔｈに比べ、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｓｍａｒｔは同等の通信機能を提供しながら消費電力量及び費用を
劇的に減らすように設計されている。
【０００９】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは、固定された装置及びモバイル装置から（２．４ＧＨｚ～２．４
８５ＧＨｚのＩＳＭバンド内の短波長のＵＨＦ電波を使用して）データを短い距離上でや
り取りし、パーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）を構築するための無線技術規格と一
般に見なされている。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは、電気通信、計算、ネットワーキング、及び
消費者家電分野における２５，０００を超える会員企業を有するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ分科
会（ＳＩＧ）によって管理され得る」。この採用水準に加えて、何十億台もの装置が無数
の装置の種類及び有用なアプリケーションを使用可能にし得る新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙをサポートし得る。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈの使用が増えるにつれて
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ対応装置を追跡できることが人々にとって望ましい可能性がある。
他のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ装置が紛失アイテムを探すのを支援するための機能を有すること
も有用であり得る。
【００１０】
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　モノのインターネットは、安価な且つ低電力のデータ伝送を「モノ」間で可能にする様
々な技術の収束により、市場での採用が現在劇的に増加している。モノのインターネット
（ＩｏＴ）とは、電子機器、ソフトウェア、センサ、及びネットワークの接続性と共に埋
め込まれる物理的な物体又は「モノ」のネットワークと一般に見なされ、それらの物体が
データを収集しやり取りすることを可能にする。モノのインターネットは、既存のネット
ワークインフラを介して物体を遠隔的に感知し制御することを可能にし、物質世界とコン
ピュータベースシステムとの間のより直接的な一体化を得るための機会を作り出し、効率
、精度、及び経済的利益の改善をもたらし、ＩｏＴがセンサ及びアクチュエータによって
増強される場合、この技術は、スマートグリッド、スマートホーム、知的輸送、スマート
シティ等の技術も包含するより全般的なサイバー－物理システムの類の一例になる。それ
ぞれのモノは埋め込まれた計算システムによって一意に識別可能であるが、既存のインタ
ーネットインフラ内で相互運用可能である」。しかし、ＩｏＴの「モノ」がそれにより屋
内及び屋外で自己位置特定できる小型機器又は信頼できる方法はない。
【００１１】
　位置情報サービス＋は、位置及び／又は時間を（制御及びトリガ）として、又は複雑な
暗号鍵若しくはハッシングシステム及びそれらがアクセスを提供するデータの一部として
使用することに基づいて特定のデータオブジェクトを開閉する能力である。今日、位置情
報サービスは、制御システムから精密誘導兵器までのあらゆるものの一部である。位置情
報サービスは１日何兆回もアクティブに使用され、現在の計算において最も使用されてい
るアプリケーション層決定機構の１つであり得る」。しかし、提供される位置データは、
座標に対するいかなる認証レベルも典型的には含まない。ＩｏＴ装置の時代では、ＩｏＴ
装置に何らかのアクションを取り、且つ又は知らない場合には情報を報告するように求め
るか若しくは伝えるリスクがあり、又はその実際の位置を報告することができる。
【００１２】
　屋内で物体を位置特定するのに使用できる多数の戦略及び技術がある。建設資材によっ
て引き起こされる信号減衰により、衛星による全地球測位システム（ＧＰＳ）は屋内でか
なりの力を失い、少なくとも４基の衛星による受信機向けの所要の到達範囲に影響を及ぼ
す。加えて、面における複数の反射が、制御不能な誤差になる多重伝搬を引き起こす。こ
れらの全く同じ効果が、屋内の送信機から屋内の受信機への電磁波を使用する屋内での位
置特定のための既知の全ての解決策を劣化させている。これらの問題を補償するために物
理的及び数学的な方法が適用されている。
【００１３】
　屋内位置決めシステム（ＩＰＳ）は、電波、磁場、音響信号、又はモバイル装置によっ
て集められる他の感覚情報を使用して建物内の物体又は人の位置を特定するためのシステ
ムである。市場には幾つかの商用システムがあるが、ＩＰＳシステムの規格はない。シス
テム設計は、ある位置を明確に見つけるには少なくとも３つの独立した測定値が必要であ
ることを考慮する必要がある（三辺測量を参照されたい）。
【００１４】
　屋内位置決めシステムは、近くのアンカノード（既知の位置を有するノード、例えば、
Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント）までの距離測定、磁気的な位置決め、推測航法を含む様々
な技術を使用する。それらの屋内位置決めシステムは、モバイル装置及びタグを能動的に
位置決めし、又は装置が感知されるために周囲の位置若しくは環境状況を提供する。ＩＰ
Ｓの局所的性質は設計の断片化を招き、システムは様々な光学技術、無線技術、更には音
響技術を使用している」。正確な位置を明らかにする課題は、システムが高精度のクロッ
クを使用してＴＤＯＡ、到達時間遅延を計算することを、ＧＰＳ衛星がその情報を処理及
び位置決定のために地上ユニットに与えるのと同様に必要とする。
【００１５】
　Ｗａｔｔｅｒｓらによる米国特許第５，９８２，３２４号明細書で言及されているよう
に、直面するもう１つの問題は、セルラモバイル端末内の典型的なクロックが時間を正確
に測定せず、クロックドリフトとして一般に知られているドリフトの傾向を有し得ること
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である。従って、時間測定が端末によって行われ得、極度に正確ではない。これは誤った
時間、従って誤った位置決定の原因になる。モバイル端末のクロックの使用が長くなるほ
ど、ドリフトによる誤差は大きくなる。
【００１６】
　米国特許出願公開第２０１４／０３７５５０５Ａ１号明細書で言及されているように、
ＴＶ信号は、受信機の位置を生成し得、「Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　ｐｕｌｓｅｄ　ｎａｖ
ｉｇａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ」という名称の米国特許第４，５５５，７０７号明細書で
教示された。当技術分野への改善策は、位置を得るためにＤＴＶ信号を使用すること、Ｄ
ＴＶ信号をカスタマイズすること、及びＤＴＶブロードキャスト位置を他のネットワーク
ベースの又はモバイルベースの位置技術と混成させることを含む。
【００１７】
　米国特許第７，４４０．７６２号明細書は、無線モバイルユニットの位置を明らかにす
るためのかかるインフラベースの（又はネットワークベースの）システムの例を提供し、
Ｓｔｉｌｐらに見られる。かかるインフラベースのシステムの更なる応用例において位置
決定を向上させ、更には使用可能にするために付帯情報を使用することについて、Ｍａｌ
ｏｎｅｙらの米国特許第５，９５９，５８０号明細書で説明されており、Ｍａｌｏｎｅｙ
らの米国特許第６，１０８，５５５号明細書及び米国特許第６，１１９，０１３号明細書
で更に説明されている。
【００１８】
　米国特許第６，２０１，４９９号明細書は、３つ以上の受信センサ間のＴＤＯＡ計算か
ら双曲線を形成する概算について記載している。３つ以上の受信センサから求められる、
独立に生成される２つ以上の双曲線の交点から送信機の位置が推定される。到達時間差に
基づいてＲＦ送信機の位置を求めるための方法について、参照により本明細書に明示的に
援用されるＤｏｎ　Ｊ．Ｔｏｒｒｉｅｒｉによる「Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ　Ｔｈｅｏｒ
ｙ　ｏｆ　Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」（ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎ
ｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｎ　Ａｅｒｏｓｐａｃｅ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｓｙｓ
ｔｅｍｓ，Ｖｏｌ．ＡＥ，５－２０，Ｎｏ．２，Ｍａｒｃｈ　１９８４，ｐｐ．１８３－
１９８）でより詳細に論じられている。
【００１９】
　ハッキング可能な多数の単純なコンピュータ（ＩｏＴ装置としても知られる）の出現と
共に、それらのコンピュータが有用なサービスを提供できる環境内での技術の採用を遅ら
せているか又は妨げている当然の懸念が生じた。
【００２０】
　今日では強いセキュリティ機能の組が存在し、本開示は、オープンソース開発及びカス
タム開発により、所要のセキュリティフレームワークを新たな方法と共に機器に実装し、
人間の生活を改善するのを補助し得る機械の発展のために懸念を解消し、信頼できる環境
を提供する方法を概説する。Ｍ２Ｍ及びＩｏＴの時代においてセキュリティを改善する需
要があり、展開されている一部の解決策についての幾らかの歴史を共有する。
【００２１】
　セキュリティ偽造：通常の商取引及び商品の自由なやり取りを妨げる世界的な偽造問題
がある。偽造は、何かを模倣することを意味すると一般に認められている。偽造品は本物
の製品の偽の複製品である。偽造品は、多くの場合、模倣される製品のより優れた価値に
便乗する目的で作られる。偽造という用語は、通貨及び文書の偽造、並びに服、ハンドバ
ッグ、靴、医薬品、航空機及び自動車の部品、腕時計、電子機器（部品及び完成品の両方
）、ソフトウェア、美術品、玩具、映画の模倣の両方を往々にして表す」。
【００２２】
　セキュリティ認証は、認証を提供するための目標を意味すると一般に認められている。
セキュリティ認証は、あるエンティティによって本物であると主張される単一のデータ片
の属性の真実性を確認する行為である。人又は物の識別を証明するとされている主張を表
明するか又は示す行為を指す識別とは対照的に、認証はその識別を実際に確認するプロセ
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スである。ブランド商品を販売する売主は真正性を暗示するが、その売主はサプライチェ
ーン内の全てのステップが認証された証拠を有さない場合がある。別の種類の認証は、文
書又は他の外部の確認に依拠する。刑事裁判では、提示される証拠品の保管過程の管理を
確立することを証拠法則がしばしば要求する。これは、書面での証拠記録によって又は証
拠品を扱った刑事巡査及び科学捜査員の証言によって実現され得る」。
【００２３】
　セキュリティパッケージングは、偽造を最低限に抑えるための技法を意味すると一般に
認められている。パッケージは認証シールを含むことができ、パッケージ及び内容物が偽
造品でないことを示すのを補助するために偽造防止印刷を使用し、これらも偽造の対象に
なる。パッケージは、ダイパック、ＲＦＩＤタグ、又は出口点において装置によって活性
化若しくは検出され得、非活性化するために専用のツールを必要とする電子式商品監視タ
グ等の盗難防止装置も含み得る」。
【００２４】
　過去３０年間にわたり、取引を行う当事者間のメッセージの完全性を確認する基本機能
を提供するようにセキュリティ技術が進化してきた。公開鍵インフラ（ＰＫＩ）は、デジ
タル証明書を作成し、管理し、配布し、使用し、記憶し、無効にし、公開鍵暗号化を管理
するのに必要なハードウェア、ソフトウェア、人、ポリシ、及び手続きの組である。
【００２５】
　ＰＫＩの目的は、電子商取引、インターネットバンキング、機密の電子メール等の一連
のネットワーク活動に関する情報を確実に電子転送するのを補助することである。ＰＫＩ
は、簡単なパスワードが不十分な認証方法であり、通信に関与する当事者の身元を確認し
、転送されている情報を検証するのにより厳密な証明が必要とされる活動に求められる。
エンベロープ公開鍵暗号化が可能な限り安全であるために、公開鍵及び秘密鍵の「ゲート
キーパ」が必要であり、さもなければ誰でも鍵の対を作成して通信の意図される送信者を
装うことができ、それらの鍵の対を意図される送信者の鍵として持ち掛け得る。デジタル
鍵の「ゲートキーパ」は認証局として知られている。
【００２６】
　認証局とは、公開鍵及び秘密鍵を発行でき、従って公開鍵を認定可能な信頼できる第三
者機関である。認証局は、キーチェーンを記憶し、信頼要素を強化するための保管所とし
ても機能する。ＰＫＩ鍵の預託（「公正」な暗号システムとしても知られる）とは、暗号
化データを復号するのに必要な鍵が預託される構成であり、それにより特定の状況下で承
認済みの第三者がそれらの鍵を入手し得る。これらの第三者は、従業員の私信にアクセス
することを望む可能性がある会社、又は暗号化通信の内容を見えるようにすることを望む
可能性がある政府を含み得る」。
【００２７】
　公開／秘密鍵の方法は、システム間の電子メッセージの暗号化のための事実上の標準に
なっている。１９７７年、Ｃｏｃｋｓのスキームの概念が当時全員ＭＩＴに所属してたＲ
ｏｎ　Ｒｉｖｅｓｔ、Ａｄｉ　Ｓｈａｍｉｒ、及びＬｅｏｎａｒｄ　Ａｄｌｅｍａｎによ
って独立に発明された。後者の著者らはその研究を１９７８年に発表し、そのアルゴリズ
ムは著者らの頭文字を取ってＲＳＡとして知られるようになった。ＲＳＡは、べき乗モジ
ュロ（ｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｔｉｏｎ　ｍｏｄｕｌｏ）、２つの非常に大きい素数の積を
使用して暗号化及び復号を行い、公開鍵暗号化及び公開鍵デジタル署名の両方を行う。Ｒ
ＳＡのセキュリティは、大きい整数を因数分解する極度の難しさと結び付けて考えられ、
その問題に対して知られている効率的な一般的技法はない。公開鍵暗号方式は、効率的解
法がないことを目下認める数学的問題（とりわけ、特定の整数の因数分解、離散対数、及
び楕円曲線の関係に固有のもの）に基づく暗号アルゴリズムの組を指す。
【００２８】
　ユーザが公開鍵と秘密鍵との対を生成し、それを暗号化及び復号に使用することは計算
的に容易である。利点は、適切に生成された秘密鍵をその対応する公開鍵から求めること
の「不可能性」（計算的非現実性）にある。従って、セキュリティを損なうことなく公開
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鍵を発行することができる。セキュリティは、秘密鍵を秘密に保つことのみに依存する」
。
【００２９】
　セキュアハッシュアルゴリズム２）ＳＨＡ－２）は、ＮＳＡによって設計された暗号ハ
ッシュ関数の組である。［３］ＳＨＡは、セキュアハッシュアルゴリズムを表す。暗号ハ
ッシュ関数とは、デジタルデータに対して実行される数学的演算であり、計算済みの「ハ
ッシュ」（アルゴリズムを実行することによる出力）を既知の及び予期されるハッシュ値
と比較することにより、データの完全性を明らかにすることができる。
【００３０】
　人又は機械からの通信の完全性は、そのメッセージを信用し利用するために極めて重要
である。セキュアハッシュの重要の応用例はメッセージの完全性を確認することである。
メッセージ（又はファイル）に何らかの変更が加えられているかどうかの判定は、例えば
、伝送（又は他の任意のイベント）の前後で計算されるメッセージダイジェストを比較す
ることによって実現され得る。この理由から、殆どのデジタル署名アルゴリズムは、「署
名」されるメッセージのハッシュ化されたダイジェストの真正性のみを確認する。メッセ
ージのハッシュ化されたダイジェストの真正性を確認することは、そのメッセージ自体が
本物である証拠と見なされる。完全性を確認できるようにするために、ＭＤ５、ＳＨＡ１
、又はＳＨＡ２ハッシュがファイルと共にウェブサイト又はフォーラム上に投稿されるこ
とがある。この慣習は、ＨＴＴＰＳによって認証されるサイト上にハッシュが投稿される
限り信頼チェーンを確立する。
【００３１】
　極めて重要な情報であり得る内容を機械及びモノが通信するこのＭ２Ｍ及びＩｏＴの時
代では、真正性も重大である。送信者の秘密鍵を使ってメッセージが署名され、送信者の
公開鍵を入手できる全ての人によって確認され得るデジタル署名である。この確認は送信
者が秘密鍵を入手できたこと、従って公開鍵に関連付けられた人である可能性が高いこと
を証明する。メッセージのいかなる操作もさもなければ送信者と受信者との間で変わらな
いままである符号化メッセージダイジェストの変化を招くため、この確認はメッセージが
改竄されていないことも確実にする。
【００３２】
　物理的な製品には多くの理由から通し番号が振られており、最も重要なことには、従っ
て個々のアイテムを追跡できる。コンピュータ化された物体の世界では、購入される電子
製品を確認し活性化するための、典型的には非常に大きい「プロダクトキー」によってそ
れらの物体も通し番号が振られている。多くの場合、これらの「キー」は「公開鍵」の形
態で届くことができ、又は本明細書に記載されるように「キー」はＵＵＩＤとすることも
できる。
【００３３】
　ＵＵＩＤの意図は、著しい中央の調整なしに分散システムが情報を一意に識別できるよ
うにすることである。これに関連して、一意という用語は「保証された一意」ではなく「
現実的に一意」であることを意味すると解釈すべきである。識別子のサイズは有限である
ため、２つの異なるアイテムが同じ識別子を共用することがあり得る。かかる共用はハッ
シュ衝突の一形態である。実際には、かかる衝突が十分に起こり得ないようにするために
、識別子のサイズ及び生成プロセスを選択する必要がある。
【００３４】
　ＵＵＩＤは、他のものを識別するために同じ識別子が何者によっても意図せず作成され
ることはないという妥当な信頼度をもって、あるものを識別するために作成及び使用され
得る。従って、ＵＵＩＤでラベル付けされる情報は、識別子（ＩＤ）の競合を解決する必
要なく後に単一のデータベースに集約することができる。グローバル一意識別子ＧＵＩＤ
は、コンピュータソフトウェア内の識別子として使用される一意の照合番号である。「Ｇ
ＵＩＤ」という用語は、典型的には、汎用固有識別子（ＵＵＩＤ）規格の様々な実装を指
す」。
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【００３５】
　対照的に、対称鍵アルゴリズムは、数千年間使用されてきたものの改変形態を含み、単
一の秘密鍵を使用する。単一の鍵は、例えば、暗号化及び復号の両方において、送信者及
び受信者の両方によって共有され秘密に保たれなければならない。
【００３６】
　対称暗号化方式を使用するために、送信者及び受信者は事前に鍵を安全に共有する必要
がある。対称鍵アルゴリズムは非対称鍵アルゴリズムよりもほぼ常に計算的にはるかに非
集約的であるため、鍵交換アルゴリズムを使用して鍵を交換し、その後、その鍵及び対称
鍵アルゴリズムを使用してデータを伝送するのが一般的である。ＰＧＰ及びＳＳＬ／ＴＬ
Ｓ族のスキームがこの手続きを使用し、従ってハイブリッド暗号システム」と呼ばれる。
【００３７】
　セキュリティワンタイムパッドは、識別情報の真正性を更に保護するためにワンタイム
パッドを実装するための良く知られている技法である。しかし、全ての公開鍵のスキーム
は「総当たり鍵探索攻撃」の影響を受けやすいため、この特性を有する公開鍵のスキーム
は存在しない。非対称鍵を使用する際のもう１つの潜在的なセキュリティの脆弱性は「中
間者」攻撃の可能性であり、かかる攻撃では公開鍵の通信が第三者（「中間者」）によっ
て傍受され、代わりに異なる公開鍵を提供するために修正される。
【００３８】
　インターネットで使用される一般的な詐欺師の技法はスプーフィングである。スプーフ
ィング攻撃は、ある人又はプログラムがデータを偽ることによって別の人又はプログラム
を装うことに成功する状況である。これにより、偽のプログラムが正当性を欠く利益を得
る。スプーフィングは、ＧＰＳ及び位置情報を提供する他のほぼいかなる技術とも共に機
能し得る。ＧＰＳスプーフィング攻撃は、通常のＧＰＳ信号の組に似せて構成される偽の
ＧＰＳ信号をブロードキャストすることにより、又は他の場所で若しくは別の時間に捕捉
した本物の信号を再びブロードキャストすることにより、ＧＰＳ受信機を騙そうと試みる
。
【００３９】
　Ｍ２Ｍ及びＩｏＴ装置の大規模な成長と共に、認証される必要があるメッセージが人で
はなく機械又は人と機械との任意の組合せから届く場合がある。メッセージ認証は、メッ
セージをハッシュ化して「ダイジェスト」を作成し、秘密鍵を使ってそのダイジェストを
暗号化してデジタル署名を作り出すことを含む。その後、（１）メッセージのハッシュを
計算し、（２）署名者の公開鍵を使って署名を復号し、（３）計算済みのダイジェストを
復号済みのダイジェストと比較することによって誰でもその署名を確認することができる
。ダイジェスト間の相等性は、メッセージが署名後に修正されていないこと、及び他の誰
でもなく署名者が意図的に署名操作を行ったことを確認する。この形態は、署名者の秘密
鍵が秘密のままであったことを仮定する。かかる手続きのセキュリティは、同じダイジェ
ストを作成する代用メッセージを変更又は発見するのが計算的に不可能である質のハッシ
ュアルゴリズムに依存するが、ＭＤ５及びＳＨＡ－１アルゴリズムによってさえ変更され
たメッセージ又は代用メッセージを作るのは不可能でないことを研究が示している。暗号
のための現在のハッシュ規格はＳＨＡ－２である。ダイジェストの代わりにメッセージ自
体を使用することもできる。
【００４０】
　多数のＩｏＴ装置が展開されるにつれ、多数のネットワークトポロジがメッシュネット
ワーク内で使用されている。モバイルアドホックネットワーク（ＭＡＮＥＴ）は、配線な
しに接続されるモバイル装置の、絶えず自己構成を行うインフラを欠くネットワークであ
る。ＭＡＮＥＴ内の各装置は任意の方向に自由に独立に移動することができ、従って他の
装置への自らのリンクを頻繁に変更する。それぞれは、自らの使用に関係のないトラフィ
ックを転送する必要があり、従ってルータになる。ＭＡＮＥＴを構築する際の主な課題は
、トラフィックを適切にルーティングするのに必要な情報を絶えず維持するように各装置
を備えることである。かかるネットワークは、それ自体で動作することができ又はより大
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きいインターネットに接続され得る。それらのネットワークは、ノード間の１つ又は複数
の且つ様々なトランシーバを含み得る。これは、非常に動的且つ自律的なトポロジをもた
らす。
【発明の概要】
【００４１】
　本開示は、誰が、何を、どこで、いつ、及びどのようにということについて記述する側
面の真正性を認証し、それにより、人の商取引及び活動の多くの状況において効率をもた
らすことができる、複数の目的に適用され得る方法及び機器を提供する。概して、ＧＲＬ
装置は、１つ又は複数の地理空間位置を記述する厳密な自己位置特定座標を計算するため
に小型原子時計（「ＭＡＣ」）の機能を利用する。ＧＲＬ装置がどこにあるか及びどこに
あったか、並びにＧＲＬ装置が遭遇した環境条件を示すデータトレールを生成するために
、地理空間位置を一意識別子と組み合わせることができる。加えて、ＧＲＬシステムは、
一意に識別される他の物体及び／又は人に関連付けられた他のＧＲＬ装置までの近さを追
跡することができる。地理空間位置は、基準となる送信機の位置を到達時間遅延計算に組
み込む三辺測量法及び三角測量法の一方又は両方によって求めることができる。一部の実
装形態では、ＧＲＬ装置がセキュリティ機能の組を含み、かかるセキュリティ機能はＧＲ
Ｌ装置を自らの運営に組み込もうとする者に適切なレベルのセキュリティシールを提供す
る新規の方法を使用可能にする。
【００４２】
　従って、ＧＲＬ装置は、限定されないが、ＵＵＩＤ、（鍵の対の一部としての）秘密鍵
、検索のための多様なデータ構造及び形式を有するワンタイムパッド、データハッシング
アルゴリズム、複数の種類の信号からの入力を処理するための三辺測量アルゴリズム、環
境及び電磁放射（信号）を検出するためのセンサアレイのうちの幾つかを含む。ＧＲＬ装
置は、認証済みの位置の指示を作成することができ、かかる指示は、従って特定の資産に
割り振られる認証済みのシリアル番号に関連付けられ得る。
【００４３】
　本開示は、世界中の殆どの構造体を容易に貫通する基準点からの強い陸上信号を使用し
て三辺測量計算を行うために、小型原子時計の厳密なタイミングを利用する機器及び方法
を教示する。
【００４４】
　一部の実装形態では、ＧＲＬ装置が、その位置及びその製造位置を自己認証することが
できる。資産に取り付けられるＧＲＬ装置は、その単一の資産の自動のシリアル化及び追
跡を提供し得る。ＧＲＬ装置によって与えられる情報から生成されるハッシュ化されたメ
ッセージは、確かめることができる信頼度をもたらす。ワンタイムパッドを有するＧＲＬ
装置は、メッセージを極めて安全に送ることができる。
【００４５】
　別の態様では、本開示は厳密なタイミング及び位置を得るための機器及び方法を追加的
に提供する。加えて、本開示は、通し番号が振られた資産に関する認証済みの位置データ
（ＡＬＤＯＳＡ）を使用可能にするための機器及び方法を提供する。本発明の一部の態様
によれば、画定境界内の人又は資産の移動、及び境界内の第１の人又は資産の第２の人又
は資産に対する近さを追跡するために、厳密なタイミング及び位置を使用することができ
る。ＧＲＬ装置及びサポートシステムは、ＧＲＬ装置の屋内及び屋外の位置決定を可能に
する。ＧＲＬ装置は、パスポート又はセキュリティバッジ等の資産に取り付け、物理的位
置、時刻、及び他のＧＲＬ装置への近さに応じて追跡することができる。加えて、一部の
実装形態では、ＧＲＬ装置がそれ自体に組み込まれるセンサからのデータを提供し、ＧＲ
Ｌ装置によって測定可能なほぼいかなる確認可能データを示すデータも提供することがで
きる。
【００４６】
　小型原子時計の実装は、信頼できる基準点である場合もそうでない場合もあるＧＰＳ受
信機又は様々な不適合のカスタムビーコンの実装を必要とすることなく、屋内及び屋外で
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のその厳密な位置を知ることの恩恵を受ける、ＩｏＴを含み且つとりわけＩｏＴのための
多岐にわたる資産の正確な位置決定を伴う三辺測量機能を追加することにより、ＩｏＴ装
置に様々な改善動作を提供する機会を可能にする。
【００４７】
　一部の実施形態では、本発明の小型原子時計は待機電力なしで動作することができ（本
明細書で開示するフラーレンベースのＭＡＣの類等）、最終的に本明細書で開示するよう
に、物理的なＧＲＬ装置自体に取り付けられるセキュリティ鍵の追加であり、ＧＲＬ装置
の所有者は基本的な保護の組を利用することができる。
【００４８】
　一部の実装形態では、ＧＲＬ装置は、プロセッサと論理通信する小型原子時計を含むこ
とができ、プロセッサは、複数の基準位置からタイミング信号を受信するための受信機と
も論理通信する。ＧＲＬ装置は、一意識別子を記憶するためのメモリ及びＧＲＬ装置を資
産に取り付けるための取付手段も含む。それにより、ＧＲＬ装置を資産に取り付けるとＵ
ＵＩＤが資産に関連付けられる。ＧＲＬ装置は、データを伝送するための無線送信機、既
知の送信機の位置座標を含むデジタル記憶域も含むことができる。位置座標はプロセッサ
にとってアクセス可能であり得る。実行可能ソフトウェアがＧＲＬ装置上に記憶され、且
つ要求に応じて実行可能であり得る。ソフトウェアは、複数の基準位置からそれぞれの伝
送を受信すること、複数の基準位置から受信されたそれぞれの伝送及び既知の送信機の位
置座標に基づいてＧＲＬ装置の物理的位置を明らかにすること、及びＵＵＩＤ及び明らか
にされた物理的位置を含む認証済みの位置を伝送することをＧＲＬ装置に行わせるように
プロセッサと共に動作可能である。一部の実装形態では、秘密鍵も伝送され得る。
【００４９】
　更なる態様では、資産の位置を明らかにするための方法が提供され、その方法は、ＧＲ
Ｌ装置のデジタルメモリ内に汎用固有識別子（ＵＵＩＤ）及び秘密鍵の値を入れるステッ
プと、プロセッサ、デジタルメモリ、小型原子時計、及びデータレセプタを含むＧＲＬ装
置を資産に取り付けるステップと、資産にＵＵＩＤを関連付けるステップと、小型原子時
計によってタイミング信号を生成するステップと、３つ以上の基準位置からそれぞれのタ
イミング信号を受信するステップと、プログラム可能コードをプロセッサによって実行す
ることによりＧＲＬ装置の物理的位置を明らかにするステップであって、物理的位置が３
つ以上の基準位置からのそれぞれのタイミング信号及び原子時計からのタイミング信号に
基づく、ステップと、明らかにされた物理的位置、秘密鍵、及びＵＵＩＤを、プロセッサ
とデジタル通信ネットワークとの間の論理通信を提供するように構成されたスマートゲー
トウェイによって伝送するステップとを含む。
【００５０】
　ＧＲＬ装置が取り付けられている資産の物理的位置を確認するためにハッシュ値とマッ
チされ得る公開鍵である。
【００５１】
　更に別の態様では、複数のＧＲＬ装置の位置を追跡するためのＧＲＬシステムが記載さ
れており、そのＧＲＬシステムは、デジタル通信ネットワークと論理通信するネットワー
クサーバと、デジタル通信ネットワークと論理通信し、且つ少なくとも１つのＧＲＬ装置
と無線通信によって論理通信する１つ又は複数のスマートゲートウェイと、資産に取り付
けられ、且つスマートゲートウェイ及びネットワークサーバの一方又は両方と論理通信す
る第１のＧＲＬ装置とを含むことができ、第１のＧＲＬ装置は、小型原子時計と、小型原
子時計と論理通信するプロセッサと、複数の基準位置からタイミング信号を受信するため
の受信機と、一意識別子を記憶するためのメモリと、第１のＧＲＬ装置を資産に取り付け
、且つそれにより資産にＵＵＩＤを固定して関連付けるための取付手段と、データ信号を
伝送するための無線送信機と、既知の送信機の位置座標を含むデジタル記憶域であって、
位置座標がプロセッサにとってアクセス可能である、デジタル記憶域と、第１のＧＲＬ装
置上に記憶され、且つ要求に応じて実行可能である実行可能ソフトウェアとを含み、その
ソフトウェアは、複数の基準位置からそれぞれの伝送を受信すること、複数の基準位置か
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ら受信されたそれぞれの伝送及び既知の送信機の位置座標に基づいて第１のＧＲＬ装置の
物理的位置を明らかにすること、及びＵＵＩＤ及び明らかにされた物理的位置を無線通信
によってスマートゲートウェイに伝送することを第１のＧＲＬ装置に行わせるようにプロ
セッサと共に動作可能であり得る。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
　本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を構成する添付図面が本開示の幾つかの実施形
態を示し、説明と共に本開示の原理を説明する役割を果たす。
【００５３】
【図１】図１は、基礎コンポーネント及び任意選択的なコンポーネントを有するＧＲＬ装
置の一例示的実施形態を示す。
【図２】図２は、ＧＲＬ装置の物理的な及びデータプロセスフローの経路と共に一例示的
ＧＲＬ装置システムの方法及び機器を示す。
【図３】図３は、ＧＲＬ装置を利用する資産のための一連の例示的空間領域の方法及び機
器を示す。
【図４】図４は、最も近い通信塔（基準点）から伝送を受信するＧＲＬ装置による一例示
的三角測量の方法及び機器を示す。
【図５】図５は、小型の原子時計と共に無線信号を処理するためのＧＲＬシステム機器の
方法及び機器を示す。
【図５Ａ－Ｃ】図５Ａ－Ｃは、小型の原子時計と共に無線信号を処理するためのＧＲＬシ
ステム機器によって実装され得るプロセスステップを示す。
【図６】図６は、ＧＲＬＥＡデータ配信オプションを有するゲートウェイアプリケーショ
ンについての説明の方法及び機器を示した。
【図７】図７は、ＧＲＬ及びＧＲＬシステムによって資産を見つけるための方法及び機器
を示す。
【図８】図８は、ＭＦＯを有するＧＲＬＥＡ上のＵＩを活性化するためのＧＲＬクエリア
プリケーションの方法及び機器を示す。
【図９】図９は、ＧＲＬ装置のスマートゲートウェイアプリケーションが近くのＧＲＬ装
置及びその対応資産と通信するための方法及び機器を示す。
【図１０】図１０は、ＧＲＬ装置内のＵＵＩＤに対応する一意の数字、文字、及びパター
ンの目視検査を可能にするための材料を使ってＧＲＬ装置をラベル付けし、確認するため
の方法及び機器のプロセスを示す。
【図１１】図１１は、ＧＲＬＥＡによる空間領域に基づくイベントの方法及び機器を示す
。
【図１２】図１２は、空間領域のイベントを明らかにする、自己位置特定ＧＲＬＥＡの方
法及び機器を示す。
【図１３】図１３は、そのＧＲＬ装置で構成される集合機器のシナリオの方法及び機器、
並びにかかる集合機器と通信可能な他の装置及び人と連動するその共同的方法を示す。
【図１４】図１４は、ＧＲＬＥＡが公開した位置の集約データからジオフェンスを自動で
作成するための方法及び機器を示す。
【図１５】図１５は、より大きい空間領域の組合せを作成するために空間領域を結合する
方法及び機器を示す。
【図１６】図１６は、空間領域に対応した認証に関与する方法及び機器を示す。
【図１７】図１７は、気圧を比較することによって集合の相対的な垂直位置を特定するた
めの方法及び機器を示す。
【図１８】図１８は、多機能オーバレイ及びアタッチメントを使い、より多くの機能を有
するＧＲＬ装置を使用可能にするための方法及び機器を示す。
【図１９】図１９は、短距離通信を強化するために原子時計によって同期される原子時計
を使用するための方法及び機器を示す。
【図２０】図２０は、平らな材料の層中に又はかかる層上にＧＲＬ装置を配置するための
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方法及び機器を示す。
【図２１】図２１は、建築物内のＧＲＬ装置の展開を示す方法及び機器を示す。
【図２２】図２２は、ＧＲＬ装置を作成するためにスマートフォンにＭＡＣを追加するた
めの方法及び機器を示す。
【図２３】図２３は、個人識別資産にＧＲＬ装置を取り付け、登録するための方法及び機
器を示す。
【図２４】図２４は、ＧＲＬＥＡ内のデータを視覚的に検査し、認証するためのＵＩを有
するスマートゲートウェイ装置を使用可能にするための方法及び機器を示す。
【図２５】図２５は、流し込み可能な材料の製造、配送、及び流通を追跡するための方法
及び機器を示す。
【図２６】図２６は、対応資産内に設置される集合機器の方法及び機器を示す。
【図２７】図２７は、地図上の及び集約データベース内のＧＲＬＥＡの誰が、いつ、何を
、及びどこでを決定するための方法及び機器を示す。
【図２８】図２８は、スマートゲートウェイ装置からＧＲＬＥＡ上のＵＩを活性化するた
めの方法及び機器を示す。
【図２９】図２９は、ＧＲＬＥＡ及びその集合ＧＲＬＥＡがイベントを有するときを決定
し、記録するための方法及び機器を示す。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　本開示は、原子時計等の高精度のタイミング機構を有する小型且つ通し番号が振られた
位置特定装置によるエネルギ及びセキュリティに関係する利益を一般にもたらす。本開示
によれば、ＧＲＬ装置を資産に取り付け、挿入し、その一部として組み込み、又は他の方
法で固定して関連付け、それにより資産の正確な位置決定を可能にし得る。ＧＲＬ装置は
外部の情報源から無線データ伝送を受信し、データ伝送内に含まれる情報を使用して、以
下「ＭＡＣ」（以下で更に定義する）と呼ぶこともある内蔵小型原子時計を参照すること
によって自らの位置を計算することができる。
【００５５】
　以下の節では、本開示の例及び方法の詳細な説明を行う。好ましい例の説明も代替的な
例の説明も例示に過ぎず、改変形態、修正形態、及び変更形態が明白であり得ることを当
業者であれば理解するであろう。従って、特許請求の範囲によって定める根本的な本開示
の態様の適用範囲の広さをそれらの例が限定しないことを理解すべきである。
【００５６】
　本発明は、とりわけ、通し番号が振られた資産に関する認証済みの位置データを提供す
る能力を使用可能にし、この機能は「ＡＬＤＯＳＡ」として更に略記する。一部の態様は
、幾つか例を挙げるとアプリケーション及びデータベース用の統合開発環境、ＰＫＩシス
テム、及びＲＦ試験環境のうちの１つ又は複数の様々な独自の及び／又はオープンソース
のリファレンス実装を実装することによって使用可能にすることができる。
【００５７】
　社会に有用性及び価値を全体としてもたらす、ＧＲＬ装置対応資産を利用する多岐にわ
たる実装形態を当業者であれば認識するであろう。以下の説明は、本発明の一部の態様及
び価値を強調する幾つかの例を含む。
【００５８】
　概して、固体小型原子時計の機能を活用する本発明である。一部の好ましい実施形態は
、オックスフォード大学のＧｅｏｒｇｅ　Ａｎｄｒｅｗ　Ｄａｖｉｄｓｏｎ　Ｂｒｉｇｇ
ｓ教授及びＡｒｚｈａｎｇ　Ａｒｄａｖａｎ教授によって発明され、何れも参照により本
明細書に援用される「Ｎａｎｏ　Ｃｌｏｃｋ」という名称の欧州特許第２１７１５４６号
明細書及び「Ａｔｏｍｉｃ　Ｃｌｏｃｋ」という名称の米国特許第８，２１７，７２４号
明細書で全般的に説明されている小型原子時計の設計を組み込む。本開示は、一緒に同期
式に動作する複数の小型原子時計を組み合わせる能力を提供し、改善された保時を可能に
するであろう。
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【００５９】
　本開示の別の態様は、セルラ周波数の提供に関してＩｏＴ装置との莫大な数のローバン
ドに識別情報及び位置情報を与えることを可能にする。自らのＭＡＣによってタイミング
を改善する本開示のＧＲＬ装置は、帯域幅の利用を改善すること及び様々なノードにおい
てそのネットワークトラフィックの衝突をより少なくすることをもたらす。
【００６０】
　本開示は、一緒に同期式に動作する複数の小型原子時計を組み合わせる能力を提供し、
改善された保時を可能にするであろう。
【００６１】
　本開示の別の態様は、セルラ周波数の提供に関してＩｏＴ装置との莫大な数のローバン
ドに識別情報及び位置情報を与えることを可能にする。自らのＭＡＣによってタイミング
を改善する本開示のＧＲＬ装置は、帯域幅の利用を改善すること及び様々なノードにおい
てそのネットワークトラフィックの衝突をより少なくすることをもたらす。
【００６２】
　本発明の更に別の態様では、ＧＲＬ装置が取り付けられた資産を使用する、屋内及び屋
外の信頼できる位置情報提供ソリューションが複数の業界のシステムインテグレータに提
供される。集合を形成し、自らの資産センサデータの情報及び他の情報を選択的且つ安全
にブロードキャストし得るＧＲＬＥＡからの認証済みの位置を安全に統一するＧＲＬ装置
の能力は、多岐にわたる有用な機能を利用できるようにする。
【００６３】
　次に図１を参照すると、ＧＲＬ装置１００の一部の実装形態のブロック図が示されてい
る。ＧＲＬ装置１００は、様々な機能をＧＲＬ装置１００にユニットとして与える複数の
コンポーネント１０１～１１６を含む。一部の実施形態では、ＧＲＬ装置の様々な特徴を
使用可能にするために、標準的なＣＯＴＳ　ＣＭＯＳベースの製造技術に結合される良く
知られている微小電子機械システム（ＭＥＭＳ）ウェハにより、ＧＲＬ装置のコンポーネ
ントを大量生産ライン内で組み立てて構築することができ、かかる特徴は製品追跡、車両
追跡、従業員追跡、容器追跡、資産追跡、それらのものの任意の組合せ等の様々な目的に
適用することができる。
【００６４】
　本明細書で説明するように、ＧＲＬ装置１００は、小型コントローラ１１０内に含まれ
るＣＰＵ１１２等のプロセッサと論理通信する小型原子時計１０１等の高精度のタイミン
グ装置に基づく。コントローラ１１０は、コントローラ１１０の内部に位置するコンポー
ネント１１１～１１６間の論理通信用の、及び一部の実装形態では、コントローラ１１０
の外部に位置するコンポーネント１２１～１２３への論理通信用の伝達手段を提供するた
めのデータバス１１１を含む。様々な実施形態において、データバス１１１は８ビットバ
ス、１６ビットバス、３２ビットバス、６４ビットバス、又は１２８ビットバスとするこ
とができる。
【００６５】
　ＧＲＬ装置の基礎コンポーネントは、非限定的な例として、小型原子時計１０１又は他
の高精度のマイクロサイズ若しくはナノサイズのタイミング装置、電源１０２、エネルギ
受信機１０３、１つ又は複数のインジケータ及び／又は入力装置、論理通信用の受信機１
０５、論理通信用の送信機１０６、モジュール１０７、ログ１０８Ａを含み得るデータ記
憶域１０８、センサ１０９、コントローラ１１０、データバス１１１、ＣＰＵ１１２、Ｔ
ＩＭ１１３、ダイナミックメインメモリ１１４、読取専用メモリ１１５、及び通信インタ
フェース１１６を含み得る。一部の実施形態では、１つ又は複数のコンポーネントが市販
のコントローラユニットに組み込まれ得る。ＧＲＬ装置１００の外部にあるコンポーネン
トは、イベント源１２１、外部送信機１２２、及び外部トランシーバ１２３を含み得る。
【００６６】
　小型原子時計１０１等の高精度のマイクロサイズのタイミング装置は、エネルギ効率の
良い小型のパッケージ内で高精度のタイミング情報を提供する。タイミング装置の精度が
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高いことは、より正確な位置計算を可能にする。例えば、小型原子時計１０１は、概して
精度が数段低いクウォーツベースのタイミング装置等の従来のタイミング装置に比べ、１
日当たり１秒の１０－７～１０－９の範囲内の精度を提供し得る。一部の実装形態では、
小型原子時計１０１が、電磁波を作り出す金属コイルに通電するオンチップ電源によって
提供される電気エネルギに基づいて動作する。適切な原子時計１０１の例がＢｒｉｇｇｓ
への米国特許第８，２１７，７２４号明細書で論じられており、標準周波数振動を提供す
るための内包フラーレン系を含む。
【００６７】
　好ましい実施形態では、小型原子時計又は他の高精度のマイクロサイズのタイミング装
置によって提供される高精度のタイミング情報が、（約１０１２分の１の周波数誤差につ
いて）１日当たり約１０－７秒まで正確なタイミングデータを含む。追加の実施形態は、
更に高精度のタイミング情報を含み得る。原子時計は、ＬＣ回路、クウォーツ時計、又は
ＭＥＭＳ時計よりも概して数桁優れている。一部の実装形態では、小型原子時計（ＭＡＣ
）が温度及び／又は磁場等の外部条件の変化の影響を受け得る。従って、安定性及び／又
は補償機構が外部条件の影響を軽減し得る。例えば、補償機構は、変数、物理的な移動／
調節、又は較正品質データの発行を含み得る。
【００６８】
　別の態様では、一部の実装形態において、タイミングインタフェースモジュールＴＩＭ
１１３が原子時計１０１と論理通信し、それにより、タイミングインタフェースモジュー
ルへの時間値の指示を含む原子時計１０１からＴＩＭ１１３へのデジタル情報の転送を可
能にする。
【００６９】
　電源１０２は、スリープモード及び動作モードの一方又は両方においてＧＲＬ装置１０
０に給電するのに適した電気エネルギ源を含む。従って、電源は、１つ又は複数の動作状
態中にＧＲＬ装置に給電するのに必要な電圧レベル及び電流量を供給可能な電池、コンデ
ンサ、燃料電池、又は他の機構のうちの１つ又は複数を含み得る。
【００７０】
　一部の実装形態では、エネルギ受信機１０３が電源１０２を補足又は置換することがで
きる。エネルギ受信機１０３は、ＧＲＬ装置１００の外部にあり、エネルギ受信機１０３
が受信するのに適した波長の電磁エネルギを含むエネルギ源からエネルギを受信する。エ
ネルギ受信機は、１つ又は複数の動作状態中にＧＲＬ装置のコンポーネント１０１～１１
６に電力を直接供給可能な、又はＧＲＬ装置１００による後の使用のために電源１０２内
に貯蔵される電力を供給可能である、例えば、誘導コイル、パワーアンテナ、環境エネル
ギハーベスト装置、又は他の機構のうちの１つ又は複数を含み得る。
【００７１】
　環境エネルギハーベスト装置は、電磁エネルギを受信するために調整されるか、又は電
磁エネルギを受信するのに適している、例えば、アンテナ、コイル、導線のうちの１つ又
は複数等のための無線エネルギレセプタを含み得る。無線エネルギレセプタは、例えば、
金属材料等の導電材料を含み得る。適切な金属材料は金、銀、及び銅を含む。導電炭素繊
維等、導電繊維も適している場合がある。
【００７２】
　一部の実施形態では、ＧＲＬ装置１００が、外部電源の近くにあるＧＲＬ装置にある帯
域幅の電磁エネルギを放つ外部電源とインタフェースし得る。電磁エネルギの帯域幅は、
ＧＲＬ装置１００に含まれるアンテナ、コイル、又は他のエネルギハーベスト態様によっ
てハーベストされるのに適した周波数の組に調整され得る。
【００７３】
　一部の例では、電源１０２が、圧電フィルム又は音響受信機等の運動ベースの装置を含
むエネルギハーベスタを含み得る。他の例は、非限定的な例として、光起電力、熱差動、
超音波、生物学、及び／又はＩＲを利用する機構から導出される電力を含む。
【００７４】
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　ＧＲＬ装置１００内には、中央処理装置ＣＰＵ１１２等のプロセッサが含まれる。一部
の実施形態では、中央処理装置ＣＰＵ１１２が、処理ロジックを表示機能及び記憶機能と
一体化するマイクロコントローラユニット１１０（「ＭＣＵ」）に基づき得る。ＭＣＵの
例は、ＥＦＭ８（商標）、ＥＦＭ３２（商標）、Ｃ８０５１Ｆｘ（商標）ＭＣＵ等のＳｉ
ｌｉｃｏｎ　Ｌａｂｓ（商標）製品及びＡＲＭプロセッサ等の超低電力マイクロコントロ
ーラを含む。
【００７５】
　ＣＰＵは、ＧＲＬ装置のコンポーネント１０１～１１６及び外部装置１２１～１２３と
インタフェースし、実行コード内に含まれる命令等の論理命令を実行することができる。
インタフェースは、例えば、データバス１１１及び通信インタフェース１１６の一方又は
両方によって実現され得る。
【００７６】
　ＧＲＬ装置１００は、主記憶域としての役割を果たし、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモ
リ）又はダイナミックＲＡＭ機能を提供するメモリ１１４を含み得る。概してメモリ１１
４は、関連するプログラムがプロセッサによって実行されている間にわたってのみ、ＣＰ
Ｕ１１２が処理するためのデータ及び命令を保持する。メモリは、命令及びデータへの非
常に高速なアクセスを提供するように据えられ得る。
【００７７】
　ＧＲＬ装置１００は、メモリ１１４よりも永続的にデータを記憶するためのデータ記憶
域１０８を追加的に含み得る。データ記憶域１０８は二次記憶域として機能することがで
き、主記憶域内の中間領域を使用して所望のデータを転送することができる。好ましい実
施形態では、データ記憶域１０８が不揮発性である。ＧＲＬ装置１００は、メモリ１１４
（主記憶域）と比較して１００倍以上の二次記憶域を含み得る。データ記憶域１０８は、
ＳＳＤ、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ファームウェア、又は他のデジタル記憶媒体のうちの１つ
又は複数を含み得る。
【００７８】
　一部の実装形態では、データ記憶域１０８が、送信機の位置（ＧＰＳ座標）及び識別子
信号（ステーション識別子コード）のデータベースを含む。送信機の位置に関するグロー
バル位置を含むデータは、約１００メガバイトのデータを含み得る。ＣＭＯＳデータ記憶
装置等、現在使用可能な記憶装置の関連する記憶密度では、１００メガバイトはＣＭＯＳ
記憶域の１平方ミリメートルのごく一部に等しい可能性がある。
【００７９】
　データに加え、データ記憶域１０８は、オペレーティングシステム及びオペレーティン
グシステムと互換性のある実行コードを含み得る。典型的には、オペレーティングシステ
ムは、組込Ｌｉｎｕｘ、ＯｐｅｎＷｒｔ、Ａｎｄｒｏｉｄ、ＮｅｔＢＳＤ、ＲＴＯＳ等の
マイクロコントローラ若しくは組込オペレーティングシステム、又はコントローラ１１０
と互換性のある他の入手可能なオペレーティングシステムを含む。
【００８０】
　コントローラ１１０は、三辺測量及び三角測量の一方又は両方を実施するためのソフト
ウェアコマンドを実行することができ、本明細書では三辺測量は円、球、又は三角形の幾
何学的形状を用いた距離測定による点の絶対位置又は相対位置を明らかにするプロセスで
あるものと見なし、三角測量は、点までの距離を直接測定する（三辺測量）のではなく、
ある固定基線の両端にある既知の点からある点までの角度を測定することによってその点
の位置を明らかにするプロセスを含む。点の位置は、過去に固定された点ではなく新たな
未知の点において測定される、３つの既知の点から定められる角度から求めることができ
る。より大きい適切なスケールの三角網に基づいて位置決定をより正確に求めることがで
きる。より大きいスケールを基準にして三角形の内部の点の位置を正確に特定することが
できる。
【００８１】
　記憶域は、三辺測量に使用され得る既知の基準点の一覧を含み得る。ＧＲＬ装置１００
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によって実行されるロジックによって利用され得る基準点は、例として、セルラサービス
塔、ＦＭ放送塔、固定位置を有するＷｉ－Ｆｉホットスポット、中継器、ＧＲＬＥＡブロ
ードキャスタ等の１つ又は複数の概して固定された位置を含み得る。加えて、一部の実装
形態では、ＧＲＬシステムは、例えば、非固定位置を有するＷｉ－Ｆｉホットスポット、
ＧＲＬＥスマートフォン、ＧＲＬＥ　Ｗｉ－Ｆｉルータ、ＧＲＬＥ近距離無線通信装置等
のうちの１つ又は複数等の概して固定されていない位置特定装置に対する相対位置に基づ
いて位置を明らかにする。一部の態様では、ＧＲＬ装置が、受信機１０５と加えた送信機
１０６等、完全に双方向の通信コンポーネントを含み得る。一部の実施形態では、複数の
ＧＲＬ装置間で相互通信が行われ、そのそれぞれのデータ記憶域１０８の容量内に含まれ
るデータの中継としての役割を果たし得る。一部の実装形態では、複数のＧＲＬ装置１０
０及びスマートゲートウェイのうちの１つ又は複数間の相互通信が、一般に知られている
業界標準機構によって認識されていない独自の通信プロトコルを利用し得る。
【００８２】
　データ記憶域１０８は、例えば、時間間隔等のローカルプロファイルデータ値も含むこ
とができ、三辺測量アプリケーションを実行すること及びセンサを活性化すること等、エ
ネルギを消費する動作を最小限に抑えるためにそれぞれの又は同種のＧＲＬ装置１００に
ついて設定され得る。時間間隔は広い範囲を含むことができ、プロファイルデータ値内に
プログラムされ、ＧＲＬ装置内のＳＳＤ等のデータ記憶域１０８内に記憶され得る。一部
の態様では、プログラミングが事前のプログラミングを含むことができ、１つ又は複数の
データ値の値域を含むプロファイルが製造及び準備プロセスの一環として設定され得る。
データ値は、ＧＲＬ装置１００の展開に関係する変動要素に基づいて設定され得る。
【００８３】
　従って、例として、データ値はＧＲＬ装置１００が取り付けられる資産の種類、ＧＲＬ
装置のコンポーネント、ＧＲＬ装置が展開される予期される環境、ＧＲＬ装置及び／又は
関連付けられたセンサの電源、ＧＲＬ装置が展開される時間の長さ、他の変動要素のうち
の１つ又は複数に基づき得る。データ値はＳＳＤ又は他のデータ記憶域１０８内に記憶さ
れ得る。
【００８４】
　一部の実施形態では、個々の資産の固有のプロファイルによって又は同種の資産（１ケ
ースのスープ缶又は１パレットの自動車用同期発電機等）の組の需要に応じてデータ値の
範囲がプログラムされ得る。
【００８５】
　データ値の範囲は、資産に取り付ける前、取り付けるプロセス中又はＧＲＬ装置が取り
付けられた後にプログラムされ得る。例えば、ＧＲＬ装置は、資産に取り付けられ、製造
業者の倉庫内で保管され得る。一部の実施形態では、ＧＲＬ装置は、資産に取り付けられ
る前に又は取り付けるプロセス中にデータ値を受信することができ、その場合、データ値
のＧＲＬ装置は製造業者の倉庫内での保管中に有用であり得る。他の実施形態では、ＧＲ
Ｌ装置が、取り付け先の資産が倉庫を出る直前にデータ値の設定を得ることができ、取り
付け先の資産の次の目的地に寄与するデータ値を含む。
【００８６】
　従って、実施形態は、ＧＲＬ装置１００を含み、非限定的な例として、スマートフォン
、車両、容器、家畜、農作物、人間の識別手段、車両等の資産の種類に応じてデータ値を
受信し得る。
【００８７】
　一部の実装形態では、タイミング間隔プロファイル等のデータ値をＧＲＬ装置の寿命全
体にわたってプログラム可能とすることができ、ローカルプロファイルデータ値は調節さ
れ、再プログラムされ得る。例えば、所有権の変更等、空間領域及び／又はステータスに
おける自己決定された位置変化がある場合、タイミングプロファイルを調節することが好
ましい場合がある。所有権の変更又は他のステータスの変化を示すデータが、通信ネット
ワークによってアクセス可能な外部サーバに記憶されてもよい。
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【００８８】
　一部の実施形態では、集合内でＧＲＬ装置が結び付けられる同種の資産のそれぞれにつ
いて、メモリ装置及び／又は外部プロファイラデータベース４１０がローカルプロファイ
ルデータ値を有するプロファイルを記憶し得る。一部の態様では、プロファイルが信号走
査の無線周波数、走査を行う時間間隔、ＧＲＬ装置のＵＵＩＤを設定し得る。
【００８９】
　別の態様では、一部の実施形態において、別のＧＲＬ装置、ＧＲＬゲートウェイアプリ
ケーション、又は他の受信機のうちの１つ又は複数が受信するための非常に低エネルギの
伝送をＧＲＬ装置１００が行い得る。この非常に低エネルギの伝送は、ＵＵＩＤと１対１
の対応関係を有する、（内蔵ＭＡＣに基づく）伝送時間間隔の一意のシーケンスを有する
短い電磁信号パルスを含むことができ、ＧＲＬ装置及び／又はその資産を明確に識別する
ことができる。これは、棚上又は倉庫内等にある近接する多くの同様の資産、群衆中の人
、輸送容器、又は他の密集した資産の集合が極度の低電力要件内で動作しながらデータを
伝送し、データの衝突をなくすことを可能にする。
【００９０】
　原子時計は、厳密なタイミングデータを含むデータの伝送を可能にする。高精度のタイ
ミングの定義で説明されるように、ＧＲＬ装置は１０１２分の１の周波数誤差まで正確な
タイミングデータを含み得る。タイミングデータは定められた期間にわたって伝送され、
特定のＧＲＬ装置に関連付けることができ、特定のＧＲＬ装置は、従って特定の資産に関
連付けることができる。各ＧＲＬ装置及び資産の正確な記録を保つためにＧＲＬ装置及び
資産の一方又は両方がＵＵＩＤによって識別され得る。
【００９１】
　ＣＰＵ内にプログラムされる時間間隔及び伝送を要求するシグナリングパルス（ポーリ
ングと呼ばれることもある）の受信の一方又は両方に基づいて伝送をスケジューリングす
ることによって電力を節約することができる。シグナリングパルス間の計画的遅延は低動
作電力を可能にする方法を提供する。一部の好ましい実施形態では、環境エネルギハーベ
スト技術によって低動作電力が実現され得る。ハーベストされるエネルギは、例えば、無
線電磁エネルギ及びＧＲＬ装置の運動からハーベストされるエネルギの一方又は両方を含
み得る。ハーベストされるエネルギは、ＧＲＬ装置内の１つ又は複数のコンポーネントに
直接給電するために、又はＧＲＬ装置と電気通信するか若しくはＧＲＬ装置内に組み込ま
れるエネルギ貯蔵装置を充電するために使用され得る。ＧＲＬ装置の動作は、電磁エネル
ギパルスの短いバーストにわたってＲＦ送信機を駆動することを含み得る。
【００９２】
　一部の実装形態では、ＧＲＬ装置が、ＧＲＬ装置１００にデータを与える１つ又は複数
のセンサ１０９を含み得る。センサ１０９は、環境要因及び物理条件等、ＧＲＬ装置１０
０が遭遇した様々な周囲条件を測定することができる。従って、センサ１０９は、限定さ
れないが、温度、湿度、雑音及び／又は音響、運動、振動、電磁信号、視覚的状況、照明
、放射、速度、加速度、粒子、化学物質、又は他の要素のうちの１つ又は複数を含む変動
要素を測定し得る。
【００９３】
　一部の実装形態では、センサが１つ又は複数の電子モート（ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｍ
ｏｔｅｓ）を含み得る。電子モートの１つ又は複数がＧＲＬ装置１００と論理通信し、Ｇ
ＲＬ装置及び資産の一方又は両方に関連付けられ得る。従って、複数の散乱された電子モ
ートが、温度又は運動等の１つ又は複数の既定のデータ値を確かめるためのセンサとして
の役割を果たし得る。モートセンサは、モートセンサによって生成されるデータをＧＲＬ
装置に伝えることができる。一部の実施形態では、複数のモートが同じＧＲＬ装置上のモ
ート間で又は異なるＧＲＬ装置上のモート間で通信リンクを自律的に確立することができ
る。
【００９４】
　一部の実装形態では、ＧＲＬ装置１００がデータ記憶域１０８内に記憶され得るＵＵＩ
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Ｄ（汎用固有識別子）によって識別されてもよく、ＵＵＩＤは一連の数字、一連のデジタ
ル値、一連の多周波トーン等の聴覚パターン、時限点滅光等の視覚パターンの組、フェロ
モン等の検出可能な特性を有する空気中の分子形状、一意の分子マーカを含む胞子、遺伝
コード配列等の生物学に基づくコード、一意に識別可能な分子の組を含む液体、一意の分
子の組が埋め込まれる材料を含み得る。
【００９５】
　一部の実装形態では、ＧＲＬ装置が、既知の送信機及び既知の送信機の正確な位置座標
の一覧に基づくジオメトリ計算を実行するソフトウェア操作を含む三辺測量計算装置を含
み得る。
【００９６】
　一部の態様では、ＧＲＬ装置が、自らのローカルプロファイルデータ値を処理し、ＣＰ
Ｕ１１２上で実行される三角測量プログラム及び三辺測量プログラムの一方又は両方を実
行することにより、自らの精度に関する自己認識装置として位置決定できてもよく、これ
は、ＧＲＬ装置が再較正を行う必要を認識できるようにし得る。ＧＲＬ装置は自己較正式
とすることができ、信号が長期間ないことを認識し、位置データをリセットし、送信機の
信号から位置を再確立することができる。
【００９７】
　図２を参照すると、一部の実施形態では、ＧＲＬ装置がデータ記憶域１０８を含み得る
。一部の態様では、ＧＲＬ装置がＲＦ送信機の特徴付け及びプロファイルの局所的知識、
タイミングプロファイルによって等、送信機の精度を改善するためにある領域内の局所的
な（現在位置している空間領域内の）電波反射経路をプロファイルし、及び建物２０３、
船２０１、容器及び箱２０４、棚２０５、トラック２０２、機器２０６等の構造体内の反
射経路の平均分散の記憶域を含み得る。一部の態様では、較正信号を利用することによっ
て１つ又は複数の領域に関する洗練されたプロファイルデータを周期的に公開し得る集中
データベースサービスを介してプロファイルの更新を受信することによって等、ＧＲＬ装
置は構造情報を洗練させるために信号データをレイヤリングすることによってプロファイ
ルを構築し得る。
【００９８】
　一部の実装形態では、センサが１つ又は複数のモートを含み得る。一部の実施形態では
、１つ又は複数の電子モートがＧＲＬ装置と論理通信し、ＧＲＬ装置及び資産の一方又は
両方に関連付けられ得る。従って、複数の散乱された電子モートが、温度又は運動等の１
つ又は複数の既定のデータ値を確かめるためのセンサとしての役割を果たし得る。モート
センサは、モートセンサによって生成されるデータをＧＲＬ装置に伝えることができる。
一部の実施形態では、複数のモートが同じＧＲＬ装置上のモート間で又は異なるＧＲＬ装
置上のモート間で通信リンクを自律的に確立することができる。
【００９９】
　一部の実装形態では、イベント源１２１がセンサトリガ条件をセンサ１０９に直接与え
ることができ、又はセンサ条件が外部送信機１２２によって伝送され得る。様々な例にお
いて、センサ１０９はイベント源１２１によって作り出されるイベント信号を感知するこ
とができる実質的に任意のトランスデューサとすることができる。具体的には、センサ１
０９は、限定されないが、振動及び関係する様々な圧力波（例えば、地震運動や音波等）
、電磁場の変動及び電磁波、様々な原子種及び分子種の有無（例えば、分子センサ）、及
び様々な核過程から生じる物理量（例えば、電離放射線）を含む、イベント源１２１に関
連する様々な種類の物理量を受信し変換するように適合され得る。
【０１００】
　一部の例では、センサ、トランシーバ１２３が感知状態を、感知状態に対応する又は関
係する電気信号（例えば、電圧や電流等）に変換する。例えば、光センサ１０９（例えば
、フォトダイオード）は、光子に関係する感知状態を光センサの出力において対応する電
気信号に変換することができる。出力は、コントローラ１１０によって処理されること、
及びデータ記憶域１０８内に記憶されることの一方又は両方であり得る。
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【０１０１】
　振動をモニタするトランスデューサの例は、限定されないが、加速度計（例えば、圧電
型加速度計や微小電子機械システム（ＭＥＭＳ）型加速度計）を含む。振動は、振動する
車両等の震動イベントに関連付けられ得る。センサ１０９は、震源から震動を伝える車両
の地面若しくは床、又は車両内の他の箱と接触することによって受ける振動エネルギ用の
トランスデューサとしての役割を果たす加速度計を含み得る。
【０１０２】
　振動に関係するセンサの例は、限定されないが、歪ベース圧電センサ、マイクロフォン
型センサ、コンデンサベースのマイクロフォン型センサ、及び圧電抵抗性に基づく様々な
センサを含む。例えば、歪センサ１０９が構造体（例えば、自動車の支材）に付加されて
もよく、イベントがその構造体への振動を引き起こし得る。更には、その振動が歪センサ
１０９から生成される信号を引き起こす。
【０１０３】
　別の態様では、外部送信機１２２が、ロジック及びデータの一方又は両方をＧＲＬ装置
１００に転送するために無線通信によってＧＲＬ装置１００と通信することもできる。ロ
ジックは、装置の動作時に機能を提供するためにＧＲＬ装置１００によって使用され得る
。データは、論理演算中に参照され得る。
【０１０４】
　一部の実装形態は、外部条件及び外部論理装置の一方又は両方との間の媒介装置として
使用され得るトランシーバ１２３を含む。トランシーバは、ユーザによるスイッチの作動
等の入力を受信し、受信した入力に基づいてＧＲＬ装置１００内に信号を与えることがで
きる。トランシーバ１２３は、ユーザから又は別の機器から入力を受信することができ得
る。
【０１０５】
　ＧＲＬ装置１００によって実行される追加のロジック又はＣＰＵ１１２によってアクセ
スされるデータの一方又は両方を提供するために、ＧＲＬ装置１００内に任意選択的なモ
ジュール１０が含まれ得る。
【０１０６】
　次に図２を参照すると、１つ又は複数のＧＲＬ装置を含み得る資産のための一連の例示
的空間領域が示されている。以下でより完全に定めるように、空間領域とは、基本的にＧ
ＲＬ装置がその中に位置し得る限定空間である。空間領域は、ＧＲＬ装置がその内部に含
まれる座標の組によって画定され得る。固定座標の組は、例えば、ＧＰＳ値、緯度／経度
座標及び高度によって表わされる地上の又は空中の固定位置を含み得る）。相対座標の組
は、例えば、運送パレット又は車両等の別の資産若しくは人又は建物等の構造体に対する
位置的記述の１つ又は複数を含み得る。相対座標は、例えば、輸送車両上のパレット等の
移動する空間領域を含み得る。
【０１０７】
　固定座標及び相対座標は、一意に名前を付けることができ、例えば（敷地境界線に見ら
れるような）円形領域又は（３Ｄ形状等の）球形領域等の囲まれた領域を形成する連続し
たベクトルの組として定めることができ、又は建物内、箱内、貯蔵庫内の空間領域等によ
って一般に知られる。
【０１０８】
　空間領域に対する場所的位置又はＧＲＬ装置のステータスの一方又は両方が変化すると
きに既定のアクションが起こり得るように、特定のＧＲＬ装置、資産、及び／又は資産の
種類に関連付けられたプロファイルは、空間領域に関連付けられたデータ値を設定し得る
。
【０１０９】
　説明のための一例として、正規使用までの輸送及び保管の全体を通してテレビ製品等の
資産が追跡され得る。一部の態様では、ＧＲＬ装置は（水域上の）船２０１上のコンテナ
内で輸送されていることを認識することができ、ログエントリの頻度は１２時間毎であり
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得る。ＧＲＬ装置は（道路上の）トラック２０２上のコンテナ内で輸送されていることを
認識し得、ログエントリの頻度は８時間毎であり得る。ＧＲＬ装置は、売場倉庫、建物２
０３内の積荷箱２０４内にあることを認識し得、ログエントリの頻度は２時間毎を保ち得
る。ＧＲＬ装置は積荷箱内にあり、その積荷箱が開けられていることを認識し得、ログエ
ントリの頻度は２４時間毎であり得る。
【０１１０】
　一部の実施形態では、ローカルプロファイルがアウェイク／スリープのタイミング間隔
値を設定し得る。例えば、タイミングは、ある資産を追跡すること、又はその資産が特定
の位置（指定された空間領域）を出発したこと若しくは特定の位置に到着したことを確認
すること等の目的に基づき得る。
【０１１１】
　別の例として、船２０１上にある間、ＧＲＬ装置がトラック２０２上にあるという通知
を受けた間よりも少ない頻度で走査してもよいこと、又は箱２０４等の容器が個々の製品
よりも少ない頻度で走査してもよいこと等、タイミングが資産の種類に基づき得る。
【０１１２】
　一部の態様では、適切なローカルプロファイルデータ値である起動値を送信することに
よってＧＲＬ装置が互いを起動できてもよい。例えば、同じ箱内で、自らの箱２０４の容
器領域から移動される製品が、箱、容器、店、及び／又は船に残っている他の全ての資産
（製品）のローカルプロファイルデータ値の更新を引き起こすことができる。
【０１１３】
　ＧＲＬ装置は、他のＧＲＬ装置との通信及び気圧センサに関連付けられたセンサ読取値
に基づき、自らが積荷箱の外にあること（ここで、自らの集合から離れていること又は自
らの集合と通信できないことをＧＲＬ装置の三辺測量計算及び空間領域位置計算が示すた
め）、及び棚２０５上に置かれていることを認識し得る。ＧＲＬ装置が自らの個別の箱内
且つ店の許可された位置内に自らがあると判定する場合、ログエントリの頻度は２時間毎
であり得る。ＧＲＬ装置は、小売位置４４０を離れた後、ステータス（所有権のデータ値
等）変更設定を受信していないため、許可されていない位置において積荷箱の外にあるこ
とを（指定された空間領域の有効な座標について自らのローカルデータベースをクエリす
ることによって）認識し得る。ＧＲＬ装置は、許可されたユーザによって使用されている
ことを認識することができ、ログエントリの頻度は７日毎に減らされ得る。
【０１１４】
　一部の態様では、ＧＲＬ装置がプライバシスリープ信号又はキル信号を受信することが
でき、走査が終了されてもよく又は指定された期間まで走査が休止され得る。これは倉庫
４３０若しくは売場４４３において、又は消費者の判断で行われ得る。一部の実施形態で
は、再びプラグインされ、プライバシスリープ信号が受信されることを確認するまで走査
は再開し得る。かかる態様は、盗品がデータネットワークの範囲内にあるとき、そのログ
を公開することによって盗品を追跡することを可能にし得る。
【０１１５】
　別の説明のための例として、港湾内で及び船２０１又はトラック２０２内でコンテナの
位置を追跡することができる。ＧＲＬ装置は自らが港湾内にあることを認識することがで
き、ログエントリの頻度は４時間毎であり得る。ＧＲＬ装置は自らが造船所内で輸送中で
あることを認識することができ、ログエントリの頻度は３０分毎に増え得る。ＧＲＬ装置
は自らが船上に移されていることを認識することができ、そこで空間領域信号を船から受
信し、ログエントリの頻度は１日１回に減らされ得る。ＧＲＬ装置はトラック２０２から
の信号を認識することができ、ログエントリの頻度は１時間に１回に増え得る。
【０１１６】
　次に図３を参照すると、ブロック図が基準点又は送信機３０１～３０３のブロック図を
示し、基準点又は送信機３０１～３０３はＧＲＬ装置に関連付けられた三角測量機能及び
三辺測量機能の一方又は両方と組み合わせて使用され得る。例示的なＧＲＬ装置３００が
、近くの通信塔（送信機３０１、３０２、３０３）等の複数の基準点から伝送を受信する
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。図示の例では、ＧＲＬ装置３００が小売業者の建物３０４内に位置し、長方形は棚、正
方形は店の棚及び清算場所をそれぞれ表す。
【０１１７】
　三角測量は送信機３０１～３０３を参照すると、固定基線の両端における送信機３０１
～３０３からの角度を測定することによってＧＲＬ装置３００の位置を明らかにするプロ
セスを実行することができ、又は円、球、若しくは三角形の幾何学的形状を（良く知られ
ている三辺測量アルゴリズムによって）用いて、又は送信機３０１～３０３に対するＧＲ
Ｌ装置３００までの距離を直接測定することにより（三辺測量）、点の絶対位置又は相対
位置を距離測定によって明らかにする他のプロセスを実行することができる。例えば、点
は、一辺及び２つの角が分かっている三角形の第３の点として固定することができる。
【０１１８】
　本開示で詳細に論じるように、コントローラは三辺測量及び三角測量の一方又は両方の
原理に基づいてＧＲＬ装置３００の位置を明らかにするためのロジックを実行することが
でき、三辺測量は、ＧＲＬ装置３００の絶対位置又は相対位置を距離に応じて明らかにす
るプロセス用のロジックを含む。明らかにすることは、円、球、又は三角形の幾何学的形
状を使用するロジックに基づく。同様に、三角測量に基づくロジックも、点までの距離を
直接測定する（三辺測量）のではなく、ある固定基線の両端にある送信機３０１～３０３
の基準点からＧＲＬ装置３００までの角度に基づいてＧＲＬ装置３００の位置を明らかに
することができる。ＧＲＬ装置３００の位置は、過去に固定された点ではなく新たな未知
の点において測定される、３つの既知の点から定められる角度に基づいて求められ得る。
より大きい適切なスケールの三角網に基づいて位置決定をより正確に求めることができる
。より大きいスケールを基準にして三角形の内部の点の位置を正確に特定することができ
る。
【０１１９】
　本開示の一部の態様によれば、三辺測量及び／又は三角測量ロジックの実行に使用され
得る送信機３０１等、既知の基準点の一覧に基づいて認証済みの位置を明らかにすること
ができる。送信機３０１～３０３の既知の、公認の、又は信頼できる基準点は、非限定的
な例として、セルラサービス塔、ＦＭ放送塔、固定位置を有するＷｉ－Ｆｉホットスポッ
ト、ＧＲＬベース装置、中継器、及びＧＲＬＥＡブロードキャスタを含み得る。
【０１２０】
　加えて、一部の実装形態では、ＧＲＬシステムは、例えば、非固定位置を有するＷｉ－
Ｆｉホットスポット、ＧＲＬ対応スマートフォン、ＧＲＬ対応Ｗｉ－Ｆｉルータ、ＧＲＬ
対応近距離無線通信装置、移動するＧＲＬ対応資産のうちの１つ又は複数等の概して固定
されていない位置特定装置に対する相対位置に基づいて位置を明らかにするためのロジッ
クを実行し得る。
【０１２１】
　図示のように、ＧＲＬ装置３００の空間領域は小売業者の建物３０４を含み得る。ＧＲ
Ｌ装置は、基準点として送信機３０１～３０３を利用して認証済みの位置を明らかにする
ことに基づくロジックを実行し得る。ロジックは、例えば、集合の一部として自らを確立
すること、ＧＲＬ装置３００が許可された位置（小売業者の建物）内にあると判定するこ
と、販売される製品のＵＵＩＤにそれぞれ関連付けられた他のＧＲＬ装置３００と共に箱
内にあることを確立することのうちの１つ又は複数を含み得る。
【０１２２】
　本開示の別の態様では、１人又は複数のユーザ３０５～３０８の認証判定を決定し、そ
のログを取ることができる。ユーザ３０５～３０８の追跡は、例えば、外国人が国境内に
入る場合に行われ得る。ユーザ３０５～５０８は、ＧＲＬ装置３００が固定して取り付け
られているパスポート又は他の文書を所持することが要求され得る。
【０１２３】
　ユーザ３０５～３０８が位置を変えると、ユーザが建物３０４又は他の目標物に対して
追跡され得る。ユーザ３０５～３０８は、例えば、集合している複数のユーザ３０５、既



(24) JP 6646684 B2 2020.2.14

10

20

30

40

50

知の都市内にいるユーザ３０６、所定間隔でチェックインするユーザ３０７、保全許可証
を有するユーザ３０８等、他のユーザ３０５～３０８に対して追跡することもできる。ロ
ジックはコントローラ上で実行することができ、特定のユーザ３０５～３０８に関する規
則が守られているかどうか、又は異常が起きていないかどうかを判定し得る。認証は、送
信機３０１～３０３の基準位置に関する一意識別子と、ユーザ３０５～３０８に関連付け
られたＧＲＬ装置３００のＵＵＩＤに関連付けられたＰＫＩとの組合せから導出され得る
。一部の実施形態では、ユーザ３０５～３０８の位置を別の人が確認することを可能にす
る位置及び公開鍵もロジックが公開し得る。
【０１２４】
　次に図４を参照すると、ＧＲＬ対応資産の一例示的ライフサイクルに関するＧＲＬシス
テム４００の一部の例示的実施形態を概略図が示す。この説明図に示す様々な装置及び機
器は、論理的に通信し、それにより電気パルスの論理パターンへと編成されるデジタルデ
ータ等のデータを伝送することができる。一部の実施形態では、論理通信は、例えば、イ
ンターネット、仮想私設網、セルラネットワークのうちの１つ又は複数等のデータ通信ネ
ットワークを含む。通信媒体の更なる例は、Ｗｉ－Ｆｉ、近距離無線通信、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ、ＲＦ、又はロジック及び／若しくはデータを伝えるための他の伝達手段を含み得
る。
【０１２５】
　ＵＵＩＤ生成器４０１は一意識別子を生成し、ＧＲＬ装置４０４に伝送するか又は他の
方法で伝える。一意識別子は２進データ列を含み得る。一部の好ましい実施形態では、２
進データ列が１２８ビットコード含む。ＵＵＩＤ生成器４０１は、ロジック又はファーム
ウェアコードを実行するプロセッサを含み得る。
【０１２６】
　要求があると、ＵＵＩＤ生成器４０１は有効且つ追跡可能なＵＵＩＤコードの一覧を提
供する。ＵＵＩＤコードは、１つ又は複数の資産をそのライフサイクル及び使用の全体を
通して識別できるようにする。ＵＵＩＤ生成器４０１によって作成されるＵＵＩＤは、フ
ァイル又は他の有効なデータ形式として幾つかの位置に、例えば、製造業者４０２、プロ
ファイラ４１０、データアグリゲータ４６１、データプロセッサ４６２、データレポータ
４６３のうちの１つ又は複数等に通信ネットワーク経由で伝送され得る。
【０１２７】
　位置ログデータを保ち、自らが挿入されているコンピュータにより、そのコンピュータ
を公衆インターネットへのゲートウェイとして使用してデータアグリゲータ４６１に発行
するために、セキュリティコードを有するＵＳＢチップ等のＧＲＬＥセキュリティ装置が
使用可能にされ得る。この点に関して任意のセキュリティ装置及びその関連付けられたコ
ンピュータは、セキュリティ品質シール上でコンピュータ及びコンピュータのＧＲＬＥセ
キュリティ装置の位置が高いレベルで認証され得る方法で、自らの物理的位置を絶えず公
開することができる。
【０１２８】
　警察機関による特定のプライバシ設定の活性化コードのブロードキャストは、各ＧＲＬ
装置に埋め込まれるチャレンジレスポンス鍵並びに秘密鍵及びそのＵＵＩＤ等、既知の技
法を使用するより高いレベルの認証を含む場合があり、この点に関してプライバシを保つ
ことができ、そのＵＵＩＤを有する資産の登録済みの所有者のみが、例えば、プライバシ
設定をオフからオンにすること、位置ログをブロードキャストすること、他の対話型制御
等、警察が制御を活性化することを可能にする要求を作成することができる。
【０１２９】
　資産の登録済みの所有者による通知は、データアグリゲータ４６１のサイトにログイン
することによって実現することができ、そのサイトでは、ユーザはプライバシ更新信号を
伝送すること、及び極めて低電力の一連の固有の伝送時間間隔をリスンすることに参加す
る、ほぼ全てのＧＲＬ装置に追加され得る全てのＧＲＬ装置対応資産に対する警告を要求
することができる。参加している受信機がリスンする必要がある要求の数を地理及び環境
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の種類等のフィルタリング機構が限定し得る。
【０１３０】
　ＧＲＬ装置の製造業者４０２は、ＧＲＬ装置のＵＵＩＤコード及び既知の送信機の位置
の一覧（データアグリゲータ４６１から得られる）を追加することができ、それらはＳＳ
Ｄ及び又はデータ記憶域内に配置され得る。
【０１３１】
　ＧＲＬ装置４０４がアフィクサ４２０に配送又は他の方法で移動されるとき、データア
グリゲータ４６１は、ＧＲＬ装置をアフィクサ４２０に関連付けるＧＲＬ装置のＵＵＩＤ
一覧を伝送によって受信することができる。
【０１３２】
　プロファイラ４１０は、ＧＲＬ装置４０４に伝えられるロジック及びデータを生成する
自動化された機器を含み得る。一部の実装形態では、ＧＲＬ装置４０４が認証設定モード
にあるとき、データストリームがＧＲＬ装置４０４に伝送され得る。
【０１３３】
　ローカルプロファイルデータベースは、ＧＲＬ装置について計画される使用法の種類に
基づく様々な異なる種類のデータを含み得る。典型的なローカルプロファイルは、セキュ
リティコードのユーティリティテーブル、所有権テーブル、ＵＵＩＤ、日時スタンプ、ロ
グファイル構成等を含む。ＧＲＬ装置は多目的コントローラに基づき得るため、多様な潜
在的ローカルプロファイルを有することも本開示の範囲に含まれる。本開示は幾つかの具
体例を含み、それらの具体例から、情報科学の当業者は記載される機能を使用可能にする
ために記憶すべき適切なデータ要素を容易に明らかにすることができる。
【０１３４】
　アフィクサ４２０とは、ＧＲＬ装置を資産に取り付けるのに必要なアクションを行う任
意の機器又は人である。一部の実施形態では、アフィクサが独立型のＧＲＬ装置を受け取
り、ＧＲＬ装置４０４を資産に固定して取り付ける。他の実施形態では、アフィクサが資
産になる別の製品にＧＲＬ装置４０４を組み込む。取り付ける行為が行われるときのアフ
ィクサ及びＧＲＬ装置の時間及び位置を認証することが本発明の範囲に含まれる。取り付
けの認証済みの時間及び場所は、商品流通に入った非承認資産を識別するのに有用である
。非承認資産は、偽造資産、製造業者又は販売者の元から離れることが承認されていない
資産、グレーマーケット資産、及びブラックマーケット資産のうちの１つ又は複数を含み
得る。このようにして、ある市場に行くことになっている医薬品又は他の追跡可能な資産
が別の市場に現れる場合、それらを識別することができる。同様に、国境警備隊は国境を
越える資産を走査し、その資産の出所及び明示された宛先が正当かどうかを明らかにする
ことができる。
【０１３５】
　ＧＲＬ装置の製造業者４０２は、資産の製造及び取り付けの機能４０３を行うアフィク
サ４２０（典型的には、任意の種類の資産の製造施設であり、又はＧＲＬ装置を含む資産
を人が手作業で扱う場所であり得る）にＧＲＬ装置が届けられるとき、ＧＲＬ装置が関連
付けられ、埋め込まれ、又は一緒に構築される資産の種類に関して確立されているローカ
ルプロファイルデータ値（一部の事例では、通し番号が振られた資産ごとの一意のデータ
値を含み得る）を発行することができる。関連付けられたＧＲＬ装置及び資産のこの情報
は、１つ又は複数のデータアグリゲータ４６１に伝送され得る。
【０１３６】
　資産に対する１つ又は複数のＧＲＬ装置の関連付けを含む情報は、ＧＲＬ装置が資産に
取り付けられるときと一致する時点において１つ又は複数のデータアグリゲータ４６１に
伝送され得る。一部の実施形態では、ＧＲＬ装置が資産の製造中に取り付けられる。更な
る実施形態は、資産がその中で運ばれる箱２０４若しくは輸送容器又は資産に関連付けら
れた小売パッケージにＧＲＬ装置が関連付けられることを含む。
【０１３７】
　アフィクサは、製造業者からアフィクサ４２０に移動し（４８１）、次いで、資産（完
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成品）を移動させて（４８２）、関連付けられたＧＲＬ装置及び箱と共に資産の一覧を伝
送する物流及び運送会社に移動し得る。
【０１３８】
　運送会社は、倉庫４３０から小売位置の空間領域４４０に資産を移動し（４８３）、そ
れらの資産を商品搬入口又は貯蔵庫４４１内に配置し、配送の完了をデータアグリゲータ
４６１に伝送することができる。
【０１３９】
　関連付けられた資産が店内で移動する（４８３、４８４、及び４８５）とき、それぞれ
のＧＲＬ装置４０４が小売業者４４０から信号４７０を受信することができる。
【０１４０】
　製品を見つけること、販売されている資産を見つけること、近くの資産を見つけること
、個々の又は同種の資産群に関する詳細について知ること、配達ドックから貯蔵庫に資産
を移動すること、又は他の動きのうちの１つ又は複数等、ＧＲＬＥＡと人との間のイベン
ト及び対話である。
【０１４１】
　売場のレジ４４３を通過した後に資産が小売空間領域４４０から離れるとき、その資産
は別の空間領域において扉にある保管庫４５１の空間領域に入る新たな消費者ユーザ４５
０（個人、家族、従業員、代理人、ＵＡＶ／ドローンであり得る）により、消費者ユーザ
４５０が消費者／ユーザの空間領域４５０内に資産を置くときに移動され（４８６）、消
費者／ユーザの空間領域４５０では、資産が保管領域（収納庫４５１、ロッカー４５２、
食料貯蔵室、冷蔵庫、貯蔵庫等）に移動（４８７、４８８）されることがあり、認証済み
の位置情報がデータアグリゲータに伝送され得る。
【０１４２】
　資産が利用されたことをＧＲＬ装置が検出すると、ＧＲＬ装置はデータアグリゲータ４
６１にデータを伝送することができる。
【０１４３】
　データアグリゲータ４６１は、様々な業界、小売業者、協会、政府機関、支払処理業者
、又は製品の移動及びステータスを追跡する他の任意のエンティティからデータを捕捉し
得る。
【０１４４】
　図示の機能の１つ又は複数に固有の機器に実装され得るコントローラ又は他の自動化さ
れたプロセッサにより、提示した機能（即ち、４１０～４１１、４６１～４６３）の様々
な態様を実現することができる。コントローラは、１つ又は複数のプロセッサ等、ロジッ
ク及び／又はデータを伝達するように構成される通信装置に結合されるプロセッサユニッ
トを含み得る。一部の態様では、スマートゲートウェイ、清算端末、ラップトップ、携帯
端末等、１つ又は複数のオンライン装置と通信するために通信装置を使用することができ
る。
【０１４５】
　一部の態様では、プロセッサが記憶装置と論理的に通信し得る。記憶装置は、例えば、
ハードディスクドライブ、光学記憶装置、及びランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）装置及
び読取専用メモリ（ＲＯＭ）装置等の半導体メモリ装置のうちの１つ又は複数等、電子記
憶装置の組合せを含む適切な情報記憶装置を含み得る。
【０１４６】
　小売店での盗難（「商品逸失」）は重大な問題を招き、小売店の清算ラインの運用には
費用がかかる。ＧＲＬ装置対応装置を含むパッケージングを有する製品及び製品（資産）
に埋め込まれるラベルは、多岐にわたる新たな防犯及び顧客利便性の選択肢を可能にする
。バーコード及びＲＦＩＤタグは小売事業を改善したが、個々の製品が自らの物理的位置
を追跡する能力には対処しない。
【０１４７】
　本明細書で説明されるように、ＧＲＬ装置を備えるブロードキャストスマートフォンを
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所持する買物客にごく接近しながら製品が小売業者の空間領域を離れるとき、支払取引モ
ードをリンクするために多くの戦略を実装して個々の小売業者の好みに応えることができ
る。買物用カート内の資産がごく接近して移動していることを登録するために、この同じ
ブロードキャストスマートフォンがスマートフォン内のアプリケーションによって空間的
に解析され得る。このようにして、カートが満たされると、購入予定のアイテム一覧をア
プリケーションによって表示することができ、カートが小売業者の空間領域を離れるとき
に支払取引が開始され得る。一部の実施形態では、スマートフォン又は関連付けられたア
プリケーションを実行する他のモバイル装置を操作する購入者によって行われる是認行動
によって支払取引が完了され得る。一部の実施形態では、カートの近くにある複数のスマ
ートフォンにカート内のアイテムが自動で関連付けられ得る。
【０１４８】
　購入者が購入取引を完了すると、全ての購入アイテムが、アイテムが登場した全てのス
マートフォン上で購入済みの指示を得ることができ且つ／又はアイテムがログした１台又
は複数台のスマートフォンから除去され得る。このようにして、１人の購入者のみが所与
のＧＲＬ装置のＵＵＩＤを有するアイテムについて課金される。
【０１４９】
　購入アイテムが自宅の冷蔵庫、食料貯蔵室、又は貯蔵庫に運ばれると、スマートフォン
アプリケーションがカメラを活性化するように構成されてもよく、それによりビュー内の
資産を表示することができ、個々の資産のローカルプロファイルステータスデータ値をク
エリすることができ、（環境ログデータに基づく）使用期限までの近さを計算し、カメラ
からの画像上に重ね合わせることができる。この点に関して、ユーザは様々な食品又は次
に利用される必要があり得る何らかの資産を非常に迅速に走査し評価することができる。
【０１５０】
　典型的には、データレポータのユーザは（ＲＦＩＤでタグ付けされた製品を追跡し報告
するための活況を呈する業界が存在する今日のように）ＧＲＬ装置でタグ付けされた資産
を位置特定し、追跡し、且つ／又はモニタする機関又はエンティティの職員又は従業員で
あり得る。データレポータサービスのユーザは、所有者、発送者、運送業者、受取人、又
は資産及び／若しくはその位置に関心がある他の個人若しくはエンティティとすることが
でき、そのため、グローバルリソースロケータサービスを利用するそのような多くのユー
ザが存在し得る。
【０１５１】
　ＧＲＬ装置が利用される位置４０２、４２０、４３０、４４０、４５０、及び道中の運
搬用車両は、ＧＲＬ装置の受信機１０５によって検出される信号４７０を伝送することに
よってＧＲＬ装置と直接通信することができる。信号４７０の様々な通信の説明図は、Ｇ
ＲＬ装置及びその関連付けられた資産が小売環境及び消費者／ユーザ環境内で移動される
ときの様々な段階におけるそれぞれの伝送を示すことを意図する。この説明図は、関連付
けられた資産を有するＧＲＬ装置のあり得る使用法の完全な一覧又は実例であることは意
図しない。
【０１５２】
　加えて、グローバルリソースロケータサービスのユーザによる伝送は、製造業者４０２
、アフィクサ４２０、倉庫４３０、小売位置４４０、消費者ユーザ４５０等の１つ又は複
数の空間領域内のコンピュータをＧＲＬ装置と共に直接使用し、データアグリゲータ４６
１に情報を送らなくてもよい。
【０１５３】
　コンピュータからデータにアクセスする一部のユーザは、ＵＵＩＤデータ、ＳＳＤ１５
３のコンテンツ、ログ１０８Ａ、又はデータ記憶域１０８へのアクセスを制御するための
署名捕捉装置又は関連付けられた他の識別装置を有し得る。
【０１５４】
　加えて、ユーザは、ＰＣ、タブレット、又はスマートフォン型の装置によって入手可能
な情報を必要とするか又は望み得る、セキュリティ機関、港及びターミナル機関、防衛機
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関、司法機関、更正機関、警察及び調査機関等、リアルタイムのアクセス、資産、資産に
関係する領域及びプロファイル情報を有し得るか又は望み得る政府機関を含み得る。
【０１５５】
　一部の態様では、ＧＲＬ装置４０４が多岐にわたる用途の宣伝に利用されてもよく、送
信機を有するＧＲＬ装置を含む特定の購入資産の新たな位置として消費者４５０の空間領
域が認識された後に大口顧客又は上顧客がより低い料金を払う可能性があること等、例え
ば、ＧＲＬ装置及び購入者のログに関する情報を含む集中データベース（データアグリゲ
ータ４６１）をクエリすることに価格決定が基づき得る。
【０１５６】
　一部の実施形態では、ＧＲＬ装置からアグリゲータ４６１に与えられるリアルタイム需
給情報に基づいて製品注文の効率を高めるためにＧＲＬ装置４０４が利用されてもよく、
アグリゲータ４６１はデータプロセッサ４６２に配信し、その後、データレポータ４６３
に配信し、データレポータ４６３は全ての流通及び販売様式にわたり個々の製品に関する
データベースを集計する。
【０１５７】
　プロファイラ４１０、データアグリゲータ４６１、データプロセッサ４６２、及びデー
タレポータ４６３内に図示されている破線の枠内のコンピュータ及び記憶域の図示記号は
、ＰＣサーバ並びに記憶域の構成及び要素の１つ又は複数を含み得ることを指摘しておく
。集中コンピュータシステムは、１つ又は複数の記憶装置に結合される１つ又は複数のデ
ータベースサーバを含む。データバックアップを可能にし、火災、地震、ファイバ切断、
ＤＤＯＳ攻撃等の危険からの保護を提供するために、記憶装置は主記憶装置又は一次記憶
装置と異なる位置にあってもよい。典型的には及び好ましくは、不正アクセス、悪意ある
ウイルス、及び不正なデータアクセスからコンピュータを守るためにファイアウォールが
設けられる。かかるコンピュータシステムは、ローカルスイッチ、ルータ、ローカルエリ
アネットワーク（ＬＡＮ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ）、無線ネットワーク、公衆イン
ターネットへの接続を含み得る。
【０１５８】
　一部の実施形態では、防衛機関、セキュリティ機関、情報機関及び他の機関、並びに発
送者、所有者、受取人等の適切に承認されたユーザが任意の承認時点において位置、追跡
記録及び／又は履歴に事実上直ちにアクセスでき得るように、図示の多要素システムがイ
ンターネット、別のネットワーク、又は通信媒体によるアクセスを好ましくは含む。従っ
て、それらの人々は、ローカルデータベース、地域データベース、及び／又は集中データ
ベース内の最新の位置特定及び追跡記録にいつでも「リアルタイム」で、即ち、事実上直
ちにアクセスできる可能性があり、それにより、実際の及び／又は認識された脅威が識別
され適切に対処され得る。或いは、インターネット／イントラネットアクセスが不自由で
あり又は利用できない現場で使用するために、コンピュータＰＣ上のデータアグリゲータ
４６１による集約済みの位置特定及び追跡データベースの全て又は一部が、インターネッ
ト若しくは他のネットワーク又はＳＳＤ若しくは他の媒体によって個々のコンピュータ上
にロードされてもよい。
【０１５９】
　上記のコンピュータと共にロジックを生成するために使用され得る適切なソフトウェア
は、例えば、Ｏｒａｃｌｅ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔを含み、及びＩＢＭは、様々なユーザと
ＧＲＬ装置１００のコンピュータとの間の通信を補助するリレーショナルデータベースソ
フトウェア及び開発フレームワークを提供する。例えば、データ捕捉、データベース、デ
ータ検索、ネットワーキング、インターネットインタフェーシング等のための他の様々な
適切なソフトウェアがＰＨＯＳＩＴＡに知られている様々な情報源から入手可能である。
【０１６０】
　一部の態様では、小売店の清算場所又は売場４４３に対してインターネット経由で通信
するＧＲＬ装置のデータプロセッサ４６２が、支払取引を直ちに行う必要をなくし得る柔
軟な支払条件を可能にすることができ、その理由は、登録済みのＧＲＬ装置を購入者が所
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持していることをＧＲＬ装置のデータプロセッサ４６２が認証しており、又は他の何らか
の認証装置が個人を一意に識別し、同じ位置にあるからである。
【０１６１】
　一部の実装形態では、ＧＲＬ装置が盗難防止装置を含むことができ、ＧＲＬ装置は、除
去されるとき及び／又は予期若しくは許可された位置（そのＧＲＬ装置の空間領域）以外
の位置（指定された絶対又は相対空間領域）内で使用されるときを認識することができる
。箱２０４等の容器に関連付けられるＧＲＬ装置は、トラック２０２等の車両内の空間領
域のログを保つことができ、範囲内にあるという信号をもはや受信しなくなると、その情
報を箱２０４内のＧＲＬ装置に中継することができ、それにより、ＧＲＬ装置が自らの送
信機を使って応答できる後のクエリのために、個々のＧＲＬ装置がログ１０８Ａファイル
を記憶することができる。
【０１６２】
　ＧＲＬ装置は、支払取引を承認するための近距離無線通信の要件を切り離すことができ
る。例えば、ＧＲＬ装置は自己認識型とすることができ、顧客は注文した製品について発
送された製品が自宅に届くまで課金されなくてもよい。
【０１６３】
　一部の実施形態では、ＧＲＬ装置が品質管理用のデータを提供し得る。例えば、作物で
は、自らの位置を公開できる場所にＧＲＬ装置を無作為に分散させることができ、その後
、ＧＲＬ装置は、作物の区域等の指定されたステータスをモニタすることができ、温度、
湿度、花粉、及び他の浮遊微小粒子、並びに／又は環境の測定可能な条件である。
【０１６４】
　一部の実装形態では、ＧＲＬ装置を家畜と共に使用することができる。例えば、鶏は生
きた状態で輸送されることが多く、ＧＲＬ装置は、いつ、どこで、及びどのような環境条
件を家畜が輸送中に経験したかをユーザが厳密に追跡すること、ログを取ること、及び報
告することを可能にし得る。
【０１６５】
　一部の態様では、ＧＲＬ装置を食品の容器内で使用することができ、ＧＲＬ装置が付加
されると、ユーザは配送の全体を通して内部の及び／又は周囲の環境条件を追跡すること
ができる。
【０１６６】
　一部の実施形態では、ＧＲＬ装置を投薬において使用することができる。例えば、患者
のアームバンド、注射器、看護師、注射可能な投与薬剤を有する容器のうちの１つ又は複
数がＧＲＬ装置をそれぞれ有し得る。注射器のＧＲＬ装置は、保管箱から移動されている
ことを自らの運動検出器が感知するときに起動することができ、看護師又は注射可能な薬
剤の容器の一方又は両方の近くにあるまで三辺測量のためにより短い時間間隔で無線信号
を走査することができる。看護師の人物上に位置するＧＲＬ装置は、病院の内部空間領域
の送信機からアウェイク信号を受信するときに起動することができ、ＧＲＬ装置は制服、
名札、ブレスレット、ＩＤバッジ、又は人に埋め込まれ得る。注射可能な投与薬剤におけ
るＧＲＬ装置は、ボトルの動きを加速度計が検出することで起動することができ、自らの
ログ１０８Ａによって残りの容量を追跡することができ、そのローカルプロファイルデー
タ値に基づき、空になる前に許可された位置から移動される場合にはアラーム信号を伝送
することができ、空のときにはスリープモードに入ることができる。注射器におけるＧＲ
Ｌ装置は、患者のアームバンドのＧＲＬ装置までの近さのログを取ることができ、その後
、データアグリゲータ４６１によって要求されるときに伝送することができる。
【０１６７】
　一部の態様では、野生動物を追跡して集団力学を研究する（ＧＲＬ装置間の相互通信を
使用し得る）ため等、ＧＲＬ装置を生態学的研究又は科学的研究において使用することが
できる。
【０１６８】
　一部の態様では、例えば、倉庫４３０、売場４４３、及び保管庫４５１、ロッカー４５
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２、収納領域４５３等の消費者の自由裁量の位置のうちの１つ又は複数等、指定された位
置において構成され更新され得るプライバシ構成情報をＧＲＬ装置が受信することができ
る。設定は、ＧＲＬ装置のローカルプロファイル４１１の一部へのアクセスを含むことが
でき、個々のＧＲＬ装置のＵＵＩＤに一意に符号化され得る。
【０１６９】
　次に図５を参照すると、ＧＲＬ装置５０１及び関係する様々な機器、並びに三辺測量及
び／又は三角測量のための様々なＲＦ源との通信媒体を有するＧＲＬシステム５００の例
示的実施形態の一部を概略図が示す。ＧＲＬ装置５０１が信号をそれからリスンすること
ができる様々な基準信号源が図示されている。図示のように、単一の実線の通信線５１３
は基地局５０３からの信号を表し、破線５１４は、典型的には、１００メガヘルツ帯で動
作する高いＦＭ放送塔からの信号を表し、二本線５１１はＧＲＬ送信機５０５からの信号
を表し、三本線５１２はスマートフォン等のＧＲＬ基地局又はスマートゲートウェイから
のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ５０２を表し、四本線５１６はＮＦＣ５０６装置からの信号を表し
、一点鎖線５１５はＷｉ－Ｆｉ送信機５７０からの信号を表し、Ｗｉ－Ｆｉ送信機は、ロ
ジック並びにＧＲＬ装置５０１によって電力として受信され得る電磁力を伝送するＧＲＬ
基地局を含み得る。本明細書で論じられるように、電磁力はＧＲＬ装置５０１によって受
信され、ＧＲＬ装置５０１に動作上の電力を与えるように管理され得る。
【０１７０】
　典型的には、基地局５０３及びＦＭ放送塔５０４は、レンジブロードキャスト（ｒａｎ
ｇｅ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ）及び自己位置特定するためにＧＲＬ装置５０１が使用可能に
する必要があるステーション識別子ＮＮＮＮ信号を有する。ＧＲＬ装置は、ローカルプロ
ファイル４１１内において、及び／又はデータ記憶域１０８内に記憶された送信機位置デ
ータベース５２１を記憶することができる。送信機位置データベース５２１は、三辺測量
計算を行うロジック内で使用され得る正確な伝送座標を含む。完了した位置計算の結果は
、ログファイル１０８Ａ内の位置に記憶され得る。
【０１７１】
　基地局５０３及び５０４からの伝送に基づいてＧＲＬ装置５０１が位置データを計算で
きない場合、ＧＲＬ装置は非常に近くにあるＮＦＣ装置５０６（近距離無線通信）又は僅
かに離れているＢｌｕｅｔｏｏｔｈ装置５０２に位置を要求することによって自らのデー
タ源を補うことができる。これらの装置のそれぞれは、認証コード並びに座標の精度値と
共に現在位置データで応答することができる。一部の実装形態では、より永続的な基準点
に対する位置を参照することなく、ＮＦＣ装置５０６及び／又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ装置
５０２に対してＧＲＬ装置の位置を計算することができる。
【０１７２】
　Ｗｉ－Ｆｉルータ局５７０若しくはＦＭ塔５０４による公衆インターネットへのＲＦ接
続、又はＷｉ－Ｆｉ　ＧＲＬベース、基地局５０３のうちの１つ又は複数を含み得るＷｉ
－Ｆｉルータ局５７０等による別のＧＲＬ装置への接続を有するＧＲＬ装置、及びＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ５０２対応ＧＲＬ装置は、最新の送信機位置データベース５２１を受信する
ために更新を要求することができる。一部の実装形態では、データベース５２１は、地理
空間領域の位置及び限定、ジオフェンスデータ、ユーザデータ、暗号化データ、プロファ
イルデータ、又はＧＲＬ装置５０１の様々な展開に関連する他のデータのうちの１つ又は
複数も含み得る。
【０１７３】
　本開示の別の態様では、Ｗｉ－Ｆｉルータ局５７０によって等、ＧＲＬ装置５０１と論
理通信するサーバ５０９が、ＧＲＬ装置５０１内のデータ記憶域５０８からタイミング及
び位置データを受信し得る。サーバ５０９は、時間及び位置をＧＲＬ装置５０１に固有の
パラメータと論理的に比較し、ＧＲＬ装置５０１が許可された空間領域内にあるかどうか
を判定することもできる。サーバ５０９は、センサデータを受信し、ＧＲＬ装置５０１に
ついて指定されたパラメータの範囲内の環境条件にＧＲＬ装置が遭遇しているかどうかを
論理的に判定することもできる。
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【０１７４】
　通信媒体及びプロトコルは、業界のプロトコル及び規格に準拠することができ、又はＧ
ＲＬ装置の展開に固有であり得る。例えば、商業的利用及び公共利用は、インターネット
プロトコル、セルラ通信プロトコル、オープンソースプロトコル、独自のプロトコル、又
は他の公表されている媒体に従うことができる。軍、警察、又は他の機関は、かかる組織
が使用するために確保されている規格に従って機能し得る。人がＫＭＬを使って地図にタ
グ付けし、システムがＫＭＬをアップロードすること等のユーザによって作成される（投
稿、及びＥＳＲＩ　ＳＨＰファイルを伴う地方政府のＯｐｅｎＳｔｒｅｅｔＭａｐ等のサ
ービスも本開示の範囲に含まれる。
【０１７５】
　集約され、データベース５２１～５２２内に記憶されるデータは、例えば、集合のメン
バの記録、遭遇した位置基準（セルラ、ＦＭ、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、近距離
無線等を含む）、空間領域データ、ユーザデータ、所有権移転データ、本開示で言及され
る他のデータ等、位置データ、センサデータ、及びＧＲＬ装置によって生成されるデータ
を含み得る。
【０１７６】
　次に図５Ａを参照すると、本発明の一部の態様に従って実施され得るプロセスステップ
が示されている。ステップ５１０Ａでは、ＧＲＬ装置は、ＧＲＬ装置を動作させるのに必
要な電源投入エネルギを得る。電源投入エネルギは、例えば、電池又はコンデンサ等のエ
ネルギ貯蔵装置、及びアンテナ又はコイル等のエネルギレシーバのうちの１つ又は複数に
よって得られ得る。
【０１７７】
　ステップ５１１Ａでは、ＧＲＬ装置が、高精度の時間計算を示すデジタルデータを生成
し、生成した高精度のタイミングをＧＲＬ装置内に含まれるＣＰＵに伝える。高精度の時
間計算は、例えば、デジタルデータとして表わされ、１つ又は複数のデータパケットによ
って伝えられ得る。時間計算をデジタルデータ記憶域内に記憶させることも本発明の範囲
に含まれる。
【０１７８】
　ステップ５１２Ａでは、ＧＲＬ装置は、例えば、設定位置及び典型的には原子時計級の
タイミング装置を有するセルラ伝送塔等の３つ以上の基準点情報源から伝送を受信するこ
とができる。基準点から受信される伝送は、セルラ塔又は他の基準点情報源において生成
される高精度の時間計算についての記述を有するデータを含む。セルラ塔又は他の基準点
情報源において生成される高精度の時間計算についての記述を有するデータは、ＣＰＵ若
しくは他の実行可能論理装置及びメモリ記憶域の一方又は両方に提供される。
【０１７９】
　ステップ５１３Ａでは、ＧＲＬ装置、ＣＰＵ、又は他の論理装置が論理コマンドを実行
し、ＧＲＬ装置によって行われる時間計算及び基準位置情報源から受信される３つ以上の
時間計算に基づいてＧＲＬ装置の位置を計算することができる。位置は三角測量の手法に
従って計算することができる。例示的な三角測量は、既知の基準からの距離及び位置を求
めるために無線信号の速度を参照することに本質的に基づく。３～４つの既知の点までの
距離を特定することによって未知の点が計算される。既知の点は、基準位置のアンテナが
位置する場所であり得る。第１の既知の点は、ＧＲＬ装置までの距離を特定する。次いで
、第２の既知の点が位置を２つの点に絞り込む。次いで、第３の既知の点を使用してＧＲ
Ｌ装置の正確な位置を特定する。基本的に、この原理は３本の線の交点によってＧＲＬ装
置の正確な位置を求めることを含む。
【０１８０】
　ステップ５１４Ａでは、ＧＲＬ装置に関連付けられるか、又はＧＲＬ装置内に組み込ま
れる１つ又は複数のセンサが、個々のセンサの設計に従ってセンサデータを生成し、その
センサデータをデジタルメモリに伝える。一部の実施形態では、センサデータが原子時計
によって生成される時間及びＣＰＵによって計算される位置に関連付けられる。センサデ
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ータは、非限定的な例として、局所温度、局所気温、周囲環境の水分含量、運動、周囲の
大気成分、気圧、又は他の測定可能量を含み得る。
【０１８１】
　ステップ５１５Ａでは、ＧＲＬ装置が近くのＧＲＬ装置をポーリングすることができる
。ポーリングは、例えば、近距離無線通信、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、Ｗｉ－Ｆｉ、又は他の
無線規格のうちの１つ又は複数を含み得る。ポーリングは、近接領域内のＧＲＬ装置の識
別を要求する伝送を含み得る。一部の実施形態では、ポールが、情報を要求するＧＲＬ装
置の識別、ポーリングされた情報を要求する承認、及び情報をポーリングするＧＲＬ装置
が含まれる集合のうちの１つ又は複数を含む。
【０１８２】
　ステップ５１６Ａでは、ＧＲＬ装置が、近くのＧＲＬ装置及び近くの基準装置の一方又
は両方からデータを受信する。そのデータは、例えば、伝送している装置のＵＵＩＤの１
つ又は複数を含み得る。
【０１８３】
　ステップ５１７Ａでは、近くにある他のＧＲＬ装置からデータを受信するＧＲＬ装置が
、それによりＧＲＬ装置がプログラムされるＧＲＬ装置プロファイルに従ってデータを記
憶することができる。例えば、ＧＲＬ装置によって記憶されるデータは、ＧＲＬ装置の位
置、近くのＧＲＬ装置から受信されるデータ、センサデータ、基準局データ、又は関連デ
ータのうちの１つ又は複数を含み得る。
【０１８４】
　ステップ５１８Ａでは、ＧＲＬ装置が、ＧＲＬ装置の位置、近くのＧＲＬ装置、センサ
データ、及び基準点データのうちの１つ又は複数に関係するデータを伝送する。そのデー
タは、他のＧＲＬ装置、基地局、中継器、及びデータアグリゲータ処理センタのうちの１
つ又は複数に伝送され得る。
【０１８５】
　次に図５Ｂを参照すると、本発明の一部の更なる態様に従って実施され得るプロセスス
テップが示されている。ステップ５１０Ｂでは、ＧＲＬ装置が、自らの近くの環境から環
境エネルギをハーベストする。様々な実装形態において、エネルギハーベスティングは無
線エネルギハーベスティングを含むことができ、エネルギは、電池、コンデンサ、又は電
源との物理的接触を含まないコンジット等の無線伝送によって受信される。エネルギは、
無線伝送による電気エネルギ及び電磁放射の一方又は両方の受信機としての役割を果たす
ことができる媒体を含む無線エネルギレセプタによって受信されてもよい。無線エネルギ
レセプタの例は、アンテナ、誘導コイル、及びワイヤを含む。
【０１８６】
　更なる実装形態は、電力コード等の電磁エネルギ源に固定して付加される装置から誘導
によって得られるエネルギを含み得る。更に他の実装形態は、振動又は動き等の運動エネ
ルギを例えば圧電素子又はトランスデューサ等によって電気エネルギに変換することを含
み得る。更に他の実装形態は、太陽放射及び／又は熱差動からハーベストされるエネルギ
を含む。熱差動は、起電力及び最終的にゼーベック効果に基づく電流をハーベストする装
置等、例えば、熱電装置を含み得る。
【０１８７】
　一部の例では、センサが、センサの状態の変化を引き起こす入力を受信することができ
、検出及び測定の一方若しくは両方又はイベント源からのイベント信号の関連処理を行い
得る。更に、イベント源１２１からの信号により、イベント源の位置に対するセンサノー
ドの位置を明らかにすることができる。
【０１８８】
　一部の例では、相対距離又は半径方向距離に関して相対位置が決定される。「相対距離
」又は「半径方向距離」は、方向を考慮に入れない２つの資産間の距離として定義される
。例えば、センサノードとイベント源との間の半径方向距離に関する相対位置は、距離に
応じた既知の強度特性を有する信号強度に基づき、センサノードとイベント源との間の「
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直線」距離を測定することによって求めることができる。或いは、センサ１０９及びイベ
ント源について座標系（例えば、緯度及び経度）に対する位置が知られていてもよく、そ
れによりイベント源によって相対距離が容易に計算又は他の方法で公開され得る。
【０１８９】
　一部の例では、センサノードの位置及びイベント源の位置の両方が固定される。例えば
、センサノードは、所定の及び実質的に不変の位置に配置又は設置され得る。同様に、イ
ベント源の位置も、例えば、特定の設定に従って予め決められ、固定され得る。そのため
、イベント源に対するセンサノードの位置（即ち、相対位置）も固定される。他の例では
、センサノード及びイベント源の一方又は両方が移動する。これらの例では、センサノー
ド及びイベント源の相対位置が時間と共に変化し得る。しかし、センサノード及びイベン
ト源の一方又は両方が移動する場合でも、本明細書に記載の原理に従い、イベント源及び
センサノードの相対位置が常に演繹的に知られ、又はイベント源からのイベント信号をセ
ンサノードが感知する時点において容易に求められ得る。
【０１９０】
　例えば、イベント源及びセンサノードの両方が移動する場合、イベント源によるイベン
ト信号及び測定される位置から求められる相対位置の作成直前に、移動するイベント源及
び移動するセンサノード両方の位置を測定することができる。別の例では、相対距離を直
接測定することができる。更に別の例では、システムに関する動的情報から相対位置を推
論することができる。例えば、移動するイベント源及び移動するセンサノードの予定経路
に関連付けられた動的情報を使用し、イベント信号の到達に対応する時点におけるその中
のそれぞれの位置を推論又は演繹することができる。
【０１９１】
　別の例では、センサノードが所定の及び固定された位置を有するのに対し、イベント源
が移動する。この例では、相対位置を確立するためにイベント源の位置が測定されるか又
は他の方法で求められる。更に別の例では、センサノードが移動し、イベント源が固定さ
れる。この例では、イベント信号の到達直前の移動するセンサノードの位置のみが測定さ
れるか又は他の方法で求められる。一部の例では、センサノードとイベント源との間の半
径方向距離が動的に、一部の例では時間の関数としてほぼ絶えずモニタされる。従って、
イベント源がイベント信号を作成するとき、半径方向距離（即ち、相対位置）が演繹的に
知られる。
【０１９２】
　一部の例では、センサノード及びイベント源の相対位置が全地球測位システム（ＧＰＳ
）によって与えられる。例えば、センサノード及びイベント源の一方又は両方がそのそれ
ぞれの位置を測定し求めるためのＧＰＳ受信機を備え得る。他の例では、限定されないが
、様々なサーベイング及び三辺測量の手法、干渉法、並びに写真に基づく様々な位置決定
方法を含む別の手段によって位置が明らかにされる。更に他の例では、イベント源から放
射される信号の強度をセンサノードがモニタすることができる。イベント源からセンサノ
ードまでの半径方向距離は、例えば、モニタされる信号強度から推論され得る。放射信号
は較正信号であり得る。
【０１９３】
　次に図５Ｂを参照すると、実施され得る更なる方法ステップが示されている。５１１Ｂ
では、ＧＲＬ装置、センサ、送信機、受信機、デジタル記憶域、及び高精度のタイミング
装置のうちの１つ又は複数による使用のために、ハーベストしたエネルギを貯蔵すること
ができる。
【０１９４】
　ステップ５１２Ｂでは、ＧＲＬ装置が、論理コマンドをＣＰＵに実行させるのに十分な
電力をＣＰＵ等のプロセッサに与える。論理コマンドは、ＧＲＬ装置内に予めプログラム
されてもよく、又はダウンロードされるか若しくは他の方法でＣＰＵに与えられ得る。Ｃ
ＰＵによって実行されるロジックは、電気スイッチ、ゲート、トランジスタ、コンデンサ
、水晶、集積回路、プログラム可能論理装置、マルチプレクサ、バッファ、マイクロシー
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ケンサ、メモリ、ダイオード、エミッタ、メモリスタ、ラッチ、ＣＭＯＳ、バイポーラ接
合トランジスタ、又は他の論理部品若しくは電気部品のうちの１つ又は複数によって機能
し得る。
【０１９５】
　ステップ５１３Ｂでは、ＧＲＬ装置が、原子時計等の高精度のタイミング装置から１つ
又は複数の論理部品又は電気部品にタイミング信号を与える。一部の実装形態では、タイ
ミング信号の周波数誤差が１０１２分の１の範囲内から１０１４分の１（１０の１４乗分
の１）の範囲内まで正確であり得る。他の実施形態は、少なくとも１０の６乗分の１の範
囲内まで正確なタイミング信号を含み得る。
【０１９６】
　ステップ５１４Ｂでは、ＧＲＬ装置によって生成又は処理される論理信号に基づいても
う１つのセンサに電力が与えられ得る。様々な実装形態において、センサはＧＲＬ装置の
一部として組み込むことができ、又はＧＲＬ装置と論理通信することができる。センサは
、ＧＲＬ装置内の１つ又は複数の論理システムにレディー状態信号を返すことができる。
【０１９７】
　ステップ５１５Ｂでは、デジタルデータを受信するためにメモリ装置がレディー状態に
電源投入され得る。
【０１９８】
　ステップ５１６Ｂでは、ＧＲＬ装置が無線伝送によって位置基準情報を受信し得る。位
置基準情報は、位置基準識別、タイミング信号、及び位置基準の地理位置情報のうちの１
つ又は複数を含み得る。
【０１９９】
　ステップ５１７Ｂでは、ＧＲＬ装置によって実行されるロジックが、論理装置に与えら
れるタイミング信号及び無線伝送によって受信される基準情報に基づいて位置を計算する
ことができる。
【０２００】
　ステップ５１８Ｂでは、ＧＲＬ装置の近くの又はＧＲＬ装置に関係する条件の状態をセ
ンサが評価する。
【０２０１】
　ステップ５１９Ｂでは、ＧＲＬ装置が、ＧＲＬ装置の位置及びセンサ情報、並びに位置
決定及びセンサ読取の時間に関係するデータを記憶することができる。
【０２０２】
　ステップ２２０Ｂでは、ＧＲＬ装置が、ＧＲＬ装置の位置を記述するデータ及びセンサ
データの一方又は両方を伝送することができる。この伝送は、近距離無線通信、Ｗｉ－Ｆ
ｉ、超低電力通信、低電力トランシーバ、又は他の無線機能のうちの１つ又は複数によっ
て行われ得る。
【０２０３】
　次に図５Ｃを参照すると、ＧＲＬ装置の集合を形成し、その補助となるステップを行う
ための、本発明の一部の更なる態様に従って実施され得るプロセスステップが示されてい
る。ステップ５１０Ｃでは、複数のＧＲＬ装置が集合を形成し得る。集合は、集合のメン
バの近さを追跡し、本明細書では共用センサとして定義する近位のセンサのセンサ読取値
を検証するセンサ読取値の冗長性ももたらし得る。
【０２０４】
　５１１Ｃでは、ＧＲＬ装置が、伝送側のＧＲＬ装置の近くにある他のＧＲＬ装置に汎用
固有識別子（ＵＵＩＤ）を伝送することができる。この伝送は、例えば、近距離無線通信
、Ｗｉ－Ｆｉ、超低電力通信、低電力トランシーバ、又は他の無線機能のうちの１つ又は
複数によって実現され得る。
【０２０５】
　ステップ５１２Ｃでは、ＧＲＬ装置が、伝送側のＧＲＬ装置の近くにある他のＧＲＬ装
置から受信された情報を記憶することができる。
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【０２０６】
　ステップ５１３Ｃでは、複数のＧＲＬ装置が互いに近くにあるＧＲＬ装置によって定め
られる集合を形成し、各ＧＲＬ装置は自らに関連付けられたＵＵＩＤを有する。
【０２０７】
　ステップ５１４Ｃでは、１つ又は複数のＧＲＬ装置は、集合内のＧＲＬ装置の前回のポ
ーリング以降、集合内の他のＧＲＬ装置の何れかが追加又は消失しているかどうかを決定
することができる。集合に変化が起きている場合、ＧＲＬ装置はその変化を示すデータを
記憶することができる。
【０２０８】
　ステップ５１５Ｃでは、１つ又は複数のＧＲＬ装置が、集合の状態を示すデータを別の
ＧＲＬ装置以外の装置に伝送し得る。別のＧＲＬ装置以外の装置は、非限定的な例として
、ＧＲＬ基地局、ＧＲＬ中継器、Ｗｉ－Ｆｉ、セルラネットワーク、又はオンラインサー
バのうちの１つ又は複数を含み得る。
【０２０９】
　ステップ５１６Ｃでは、ＧＲＬ装置の集合を記述するデータを受信する１つ又は複数の
ＧＲＬ装置、別の装置、又はサーバが、ＧＲＬ装置以外の装置に伝送されるデータの記録
を記憶することができる。
【０２１０】
　ステップ５１７Ｃでは、１つ又は複数のＧＲＬ装置、別の装置、又はサーバが、ＧＲＬ
装置の位置及びＧＲＬ装置に関連付けられるか、又はＧＲＬ装置内に組み込まれるセンサ
によって行われるセンサ測定を記述するデータを記憶することができる。
【０２１１】
　ステップ５１８Ｃでは、ＧＲＬ装置が、１つ又は複数のＧＲＬ装置の位置及びセンサ測
定データに関係するデータを伝送することができる。伝送は、Ｗｉ－Ｆｉネットワーク、
セルラネットワーク、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信ネットワーク、近距離無線通信ネットワー
ク、又は他の無線通信媒体によって行われ得る。
【０２１２】
　次に図６を参照すると、ＧＲＬ装置１００の例示的実施形態の一部を概略図が示し、こ
れらの実施形態は三辺測量のために基地局５０３等の様々なＲＦ源と通信することに関す
る。図６は、位置６１１にあるスマートゲートウェイアプリケーションを有するＧＲＬＥ
Ａ７０１が、自らの記憶済みデータの一部をデータ記憶域からスマートゲートウェイアプ
リケーションを介し、スマートフォン５５０を介し、次いで基地局５０３経由でインター
ネットに伝送（６５１）しようとする可能性がある幾つかの方法を示す。
【０２１３】
　上の説明図では、スマートゲートウェイアプリケーションを有するスマートフォン５５
０がリスンモードにあるが、構造体６０１が６５１の信号を遮っていることが原因で応答
していない。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ６５３の信号によって示すように、位置６１２にある同
様のＧＲＬＥＡ７０２はスマートフォン５５０に到達する位置にある。位置６１１にある
ＧＲＬＥＡ７０１は、位置６１２にあるＧＲＬＥＡ７０２に到達する信号６５４を出して
いる。従って、ＧＲＬＥＡ７０１は、自らの記憶済みデータをＢｌｕｅｔｏｏｔｈ６５２
経由で、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ６５３を通してスマートフォン５５０に送るためのスマート
ゲートウェイとしてＧＲＬＥＡ７０２を利用できることをここで知り得る。この通信は、
基地局５０３（数種類の基準点の１つであり得る）へのセルラデータ接続上で、その後、
公衆インターネット上でデータアグリゲータまで続き得る。
【０２１４】
　下の説明図では、使用可能なスマートフォン５５０がない。しかし、ＧＲＬＥ製品ラベ
ルを有するＧＲＬＥ汎用コンピュータ化資産６１０がある。ＧＲＬＥＡ７０１は、位置６
１２にあるＧＲＬＥＡ７０２に到達する信号６５４を出している。その結果、ＧＲＬＥＡ
７０１は、自らの記憶済みデータをＢｌｕｅｔｏｏｔｈ等のｑ信号によって送り、その後
、それを汎用コンピュータ化資産６１０に中継（６５５）するためのスマートゲートウェ
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イアプリケーションとしてＧＲＬＥＡ７０２を利用できることをここで知る。記憶済みデ
ータの通信は、基地局の信号上で続行し、次いで公衆インターネット上でデータアグリゲ
ータにＷＡＮ５８０経由で伝わる。このようにして、スマートゲートウェイアプリケーシ
ョンを実行する任意のＧＲＬＥＡ７０１、７０２、又は任意のスマートフォン５５０は、
ＵＵＩＤ及び位置データハッシュと共に認証し、別のＧＲＬＥＡ７０１、７０２の代わり
に自らのデータを記憶し確実に転送するための自らの機能を公開する。
【０２１５】
　一部の実施形態では、自らの三辺測量に基づく位置データをブロードキャストするスマ
ートゲートウェイアプリケーションを有するスマートフォン等のＧＲＬ装置を備える資産
から位置データを受信するために、限られたＲＦ通信機能を有し得るＧＲＬ装置がＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ等の低電力トランシーバを利用する場合がある。限られたＲＦのＧＲＬ装置
資産は、この情報を自らのログファイル内に記憶することができる。限られたＲＦのＧＲ
Ｌ装置資産が、位置をブロードキャストする多くのＧＲＬ装置の存在下にある場合、自ら
のローカルログファイル１０８Ａ内に記憶するのに何れが最も正確且つ適切な位置データ
であるかを決定するために、多くのあり得るアルゴリズムが定められ得る。
【０２１６】
　位置をブロードキャストするＧＲＬ装置資産は、受信専用のＧＲＬ装置（任意選択的な
送信機を含まないもの）用の位置データを有する認証済みのモバイルビーコン（基準点）
としての役割を果たすことができる。ＧＲＬ装置は、他の装置とインタフェースして記憶
域１０８又はログ１０８Ａからのデータを共有するために安価な任意選択的なモジュール
１３０を使用し得る。
【０２１７】
　スマートフォン又は他のモバイル装置等の特定のＧＲＬ対応資産は、限られた無線周波
数が使用可能にされた資産用の従来の通信ゲートウェイ機能を提供するアプリケーション
ソフトウェアを含み得る。例えば、限られた機能のＲＦ対応資産は、スマートフォンアプ
リケーションによって生成される要求に応答して自らのログ１０８Ａを公開することがで
きる。この通信は、本願で言及される様々な様式によって実現され得る。ＧＲＬ装置資産
が、１つ又は複数の資産内のローカルプロファイル４１１の設定によって決定される適切
な承認とのつながりを確立すると、スマートフォンＧＲＬ装置資産がログ１０８Ａ及び他
のデータ記憶域１０８をデータアグリゲータ４６１に中継することができる。
【０２１８】
　次に図７を参照すると、（ＧＲＬＥＡ）とも呼ばれるＧＲＬ対応資産を見つける能力に
関するＧＲＬ装置の例示的実施形態の一部を概略図が示す。図示のように、図７はＣＰＵ
のサイズ、電池のサイズ、無線電力の出力及び周波数等の主要なコンポーネントの多様性
が高い幾つかの容易に認識される構成を具体化する。この図面は、自己位置特定技術とし
てのＧＲＬ装置のあり得る広範な使用法の組を示すことを意図する。
【０２１９】
　この例は、長距離アンテナ７１０が組み込まれたＧＲＬＥスーツケース７０１を示し、
拡大図７００は、より低い周波数の通信で長距離通信を行う長距離アンテナ７１０が付加
されたＧＲＬ装置１００を示す。
【０２２０】
　このプロセスは、自らのスマートフォン５５０を使用する所有者７０７が、スマートゲ
ートウェイアプリケーションを登録モードで使用し、ＧＲＬＥスーツケース７０１内のＧ
ＲＬ装置１００とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ７１１によって通信することで始まる。所有者７０
７がＧＲＬＥスーツケース７０１をペアリング５１２するＢｌｕｅｔｏｏｔｈについて構
成し、ＧＲＬＥスーツケース７０１の「ホーム」空間領域及び所有権プロファイルを提供
すると、データプロセッササーバ上でＦｉｎｄ　Ｉｔ　Ｓｅｒｖｅｒアプリケーション７
７７を実行するデータアグリゲータ４６１にデータが送信され（７１２）、所有者７０７
の登録データの情報がインターネットクラウド７８０内のデータアグリゲータデータベー
ス７７０内に記憶される。
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【０２２１】
　将来のある時点で所有者７０７が、ＧＲＬ対応スーツケース７０１が紛失していること
を自らのスマートフォン５５０上でスマートゲートウェイアプリケーション伝送７２１に
よって報告する。Ｆｉｎｄ　Ｉｔ　Ｓｅｒｖｅｒ７７７は、７６２、７６３、及び７６４
経由でネットワークを介してブロードキャストし、Ｃｒｏｗｄ　Ｆｉｎｄ　Ｉｔ７５０と
便宜的に呼ばれるスマートゲートウェイアプリケーションを実行している任意の人又はシ
ステムにセル信号ブロードキャスト５１３又は低周波信号５１４によってシグナリングす
ることができる。応答するための適切なコマンドシーケンスと共にスーツケース７０１に
到達すると、スーツケース７０１は、便宜的に名付けられたＣｒｏｗｄ　Ｆｉｎｄ　Ｉｔ
サーバ７７７に対して自らの現在の及び過去の位置データを有するメッセージを返信する
。次いで、便宜的に名付けられた「Ｃｒｏｗｄ　Ｆｉｎｄ　Ｉｔ」サーバ７７７は、所有
者のスマートフォン５５０へのメッセージ７１３によって所有者７０７に通知する。
【０２２２】
　そのスマートフォンのスマートゲートウェイアプリケーション「Ｃｒｏｗｄ　Ｆｉｎｄ
　Ｉｔ」７５０が、紛失したＧＲＬＥスーツケース７０１のＵＵＩＤを有する信号をデー
タベース７７０から受信した人は、範囲内にいるときにそれを認識し、一致を求めてスー
ツケース７０１をポーリング（７５１）することができる。ＧＲＬＥスーツケース７０１
の長距離アンテナ７１０は、携帯電話の中継塔５０３等の特定の基準点の範囲外にあり得
るＧＲＬＥスーツケース７０１を見つける能力を与える。この場合、ＧＲＬ対応スーツケ
ースが自らの長距離アンテナを使用して、５１４経由で高いＦＭ放送塔５０４に到達し、
次いで７６４経由でＣｒｏｗｄ　Ｆｉｎｄ　Ｉｔサーバ７７７に到達し得る。
【０２２３】
　例として、本発明の図８は、８０４等のＧＲＬ対応ラベルとして動作できる状態に登録
されているプロセス中のＧＲＬ装置１００の組を含む予め印刷されたラベルリール８０９
を示す。ＧＲＬＥラベル８０２は、ラベルリール８０９上の予め印刷された隣接するラベ
ル間の継目８０３にある開封帯によって隔てられる。ＧＲＬＥラベル８０２は、ホームオ
フィス又は小規模な最終組立施設等の登録済みの空間領域１６４０である自宅環境内でラ
ベルリール８０９からはがされるとき、スマートフォン５５０がスマートゲートウェイア
プリケーション、適切な且つ認証済みのプログラミングコマンドをＮＦＣ８００上で伝送
し、ラベル８０４上の個々のＧＲＬ装置１００に一意の登録データを与える。プログラム
済みのＧＲＬＥラベルは、発送準備ができた箱８１０に取り付けられる（８０６）前に除
去可能な裏面粘着８０５においてはがされる。
【０２２４】
　次に、本発明は、図８の下半分について解説する。マザーボード８２４、８２５に組み
込まれているプロセスにおける、基板材料８２２と共にＧＲＬ装置１００の組を含むチッ
プリール８２９である。ＧＲＬ装置１００は、プログラミングロボット８２１の範囲内に
移動し、プログラミングロボット８２１は、適切な且つ認証済みのプログラミングコマン
ドをＮＦＣ８２０上でスマートゲートウェイアプリケーションに伝送し、そのコンベアを
通過する個々のＧＲＬ装置１００に一意のデータを与える。次のステップは、個々のＧＲ
Ｌ装置１００をマザーボード８２４に移動する取得及び装着ロボット８２３を特徴とし、
これでマザーボード８２４はＧＲＬ装置の機能を含む。製造が完了すると、完成したＧＲ
ＬＥマザーボード８２５が完成した箱８３０内に梱包される。
【０２２５】
　一例として、図９はあるＧＲＬ装置からインターネットサーバ又は他の任意の計算資源
にＤＣＮ経由でデータ転送を行う新規の方法を示し、ＤＣＮは範囲内になく、２つのＧＲ
Ｌ対応資産５５０、６１０は、通信を開始するために発行される要求に応答するために、
別のＧＲＬ装置までの距離が２つのＧＲＬ対応資産５５０、６１０の既知の位置の半径範
囲の和の範囲内にあることを必要とするローカルプロファイルデータ値の設定を有する。
この例では、本明細書に記載される５５０及び６１０の両方の上で実行されるスマートゲ
ートウェイアプリケーションが図示されており、１０メートルの格子線９２１、９２２、
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図上の位置９３１にあり、リスンモード中にＢｌｕｅｔｏｏｔｈ５１２によって検出され
る汎用コンピュータ化資産６１０内の取り付けられたラベル８０６内のＧＲＬ装置１００
、位置９３３にあるスマートフォン５５０内のＧＲＬ装置１００を示す上から見た図であ
る。スマートフォン５５０のユーザが位置９３３までＧＲＬＥＡ０１００の方に歩くと（
９３２）、２つのＧＲＬ装置の半径範囲の和９３４が重なるように図示されており、スマ
ートゲートウェイアプリケーション９１１がユーザに割り込むことを認められ得ることを
示し、ＧＲＬ装置のスマートゲートウェイとして自らが使用されることを可能にするため
にユーザの許可を必要とするローカルプロファイルデータ値の設定を、スマートフォン５
５０内のＧＲＬ装置１００のローカルプロファイルが有するからである。ユーザがはい又
はいいえ９１３に触ると、ＧＲＬ装置との間の通信セッションが認証済みのセッションを
開始し得る。
【０２２６】
　別の例として、半径範囲の和の概念を更に図解するために、スマートフォン５５０のＧ
ＲＬ装置１００の短距離の５メートル半径範囲設定が位置９４１にあり、ユーザＮＮＮＮ
が位置９４３に歩くと（９４２）、その半径範囲は、ＲＳＳ値ではなく屋内の自己位置特
定座標に基づくより長い距離である１５メートル半径範囲設定を有する位置９４５にある
ＧＲＬＥＡ０１００と遭遇して重なる。本明細書で論じられる距離値は任意であり、説明
のためのものに過ぎない。ＲＳＳの実際の値は、使用されるＲＦ、送信機によって放射さ
れる出力、及び受信機の感度に基づいてデータ値の範囲が広く変わることを引き起こし得
る。
【０２２７】
　ＧＤＡＬ／ＯＧＲ等の良く知られているオープンソース地理空間データを使用してこの
機能を実装するための計算は比較的簡単である。自らの厳密な自己位置特定機能を有する
ＧＲＬ装置１００は、ＧＰＳ座標内の自らの位置を計算し、格子上の自らの位置を９４５
として公開する汎用コンピュータ化資産６１０内の他のＧＲＬＥＡ０１００と接触するこ
とを可能にするリスンモードにある。
【０２２８】
　別の例として、半径範囲の和の概念を更に図解するために、スマートフォン５５０のＧ
ＲＬ装置１００の短距離の５メートル設定が位置９４１にあり、ユーザが位置９４１から
位置９４３に歩くと（９４２）、その半径範囲はより長い距離である１５メートル設定を
有する位置９４５にあるＧＲＬ装置と遭遇して重なる。本明細書で論じられる距離値は任
意であり、説明のためのものに過ぎない。距離データ値の実際の値は、使用されるＲＦ、
送信機によって放射される出力、及び受信機の感度に基づいて広く変わり得る。
【０２２９】
　ＧＤＡＬ／ＯＧＲ等の良く知られているオープンソース地理空間を使用してこの機能を
実装するための計算は比較的簡単である。自らの正確な自己位置特定ＮＮＮＮ機能を有す
るＧＲＬ装置１００は、ＧＰＳ座標内の自らの位置を計算し、格子上の自らの認証済みの
位置を９４５として公開する汎用コンピュータ化資産６１０内の他のＧＲＬ装置１００に
対してリスンモードＮＮＮにある。
【０２３０】
　例として、本発明の図１０は、完全なＧＲＬＥラベル１０００内に組み込まれているプ
ロセス中のＧＲＬ装置１００の組を含むリール１０３０を示す。ＧＲＬＥラベル１０００
は、個人ユーザが手作業ではがしやすくするために切れ目のある開封帯１０１０によって
隔てられる。組立領域内へとリールから離れると、便宜的に名付けられたプログラミング
ステーション１０４０を実行するスマートゲートウェイアプリケーションを有する無線周
波数ベースのＧＲＬＥＡがプログラミングコマンドをＮＦＣ１０４１上で伝送し、認証済
みの空間領域１０９０を通過する個々のＧＲＬ装置１００に認証済みの一意のデータを与
える。ＧＲＬＥラベル１０００はジオフェンス製造区域（遠く離れて位置する別の空間領
域内にあるために不図示）において事前にプログラムされている。ＧＲＬＥラベルは、施
設１０９０の空間領域におけるローカルプロファイルプログラミングのみを受け付けるこ
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とができる。次のステップは、製品のシリアル番号、ＵＵＩＤのシリアル番号、特定のＧ
ＲＬ装置１００に対応する他の必須情報等、インクによる識別を施す（１０５１）インク
ジェットプリンタ１０５０を特徴とする。次に、印刷されたラベルが製造ラインを移動し
て品質管理ステーション１０６０に到達し、品質管理ステーション１０６０は、印刷され
た情報をＯＣＲカメラ１０６１によって捉え、関連付けられたローカルプロファイルデー
タをＮＦＣ１０６２によって追加的に読み取り、検証済みの空間領域位置において作成さ
れたＧＲＬ装置１００内のローカルプロファイルデータ値に一致する印刷済みのＧＲＬＥ
ラベル１０００の完成及び精度を確認する。
【０２３１】
　例として、この図１１は、不確実区域を有するジオフェンス領域と対話している自己位
置特定ＧＲＬＥＡに基づき、イベントが生じたかどうかを判定するための新規の方法を示
す。
【０２３２】
　図１１は、３つの時点１１１０、１１２０、１１３０にわたる矩形のジオフェンス領域
の図を示す。単一のＧＲＬ装置１００が存在し、これらの時点１１１０、１１２０、及び
１１３０にわたりジオフェンス領域に対して異なる位置において自らの位置を自己決定す
る。ジオフェンス領域の内部領域１１１２を越えて外周１１１３がある。１１１０の時点
では、ＧＲＬ装置１００が、ジオフェンス領域の内部領域１１１２内に完全にある不確実
区域１１１１を有する。１１３０の時点では、ＧＲＬ装置１００が、ジオフェンス領域の
外周１１３２を完全に越えた不確実区域１１３１を有する。１１２０の時点では、ＧＲＬ
装置１００が、ジオフェンス領域の外周１１１３と内部領域１１１２との間の領域と交差
する不確実区域１１２１を有する。これはＧＲＬ装置１００がジオフェンス領域の内部に
あるか又は外部にあるかを判定できない状況を表す。時点１１１０又は時点１１３０の状
態から時点１１２０内の状況に入ることは、ジオフェンス領域の境界を横断することを示
すイベントの発生を意味する。区域は二次元又は三次元で定めることができる。一部の実
施形態では、区域を所定の期間について定めることができ、実質的に４番目の次元を追加
する。不確実区域は、ＧＲＬ装置又はジオフェンスを作成した空間領域を保つ組織による
位置の不確実性がある場合にイベントに対するトランザクションが起こることを可能にす
るため、品質シールと組み合わせることができるデータ値であり得る。
【０２３３】
　例として、図１２では、ＧＲＬ装置１００は、ロジックがイベントであると判定する入
力を外部の情報源から受信するセンサを有する。一例は、ローカルプロファイルに入力さ
れた値を超える外部温度を示す入力を受信する熱エネルギセンサである。ロジックはセン
サ入力がイベントを構成すると判定する。ＧＲＬ送信機が自らのモード、このシナリオで
はノード１２０１に関係するデータの組をＢｌｕｅｔｏｏｔｈ上で伝送し、パブリックＵ
ＵＩＤ、ハッシュ化されたＵＵＩＤ、小型原子時計による自らの内部の三辺測量に基づく
パブリック及びハッシュ化されたローカル自己決定座標データの最低限の情報の組を（即
ち、４組）公開する。ローカルプロファイルによって決定されるモードに基づき、ＧＲＬ
装置は認証済みの位置データ及び一意識別子（ＵＵＩＤ）を含む幾らかの情報を他の任意
の適切なデータ内で公開し、このようにして、公開される情報を公示及びハッシュ化の両
方におけるパブリックＵＵＩＤ並びにその位置の両方によって認証することができ、その
情報は認証され得る。
【０２３４】
　例として、図１３に示されているように、一部の実装形態では、集合に加わる候補であ
るＧＲＬＥＡは、他のＧＲＬＥＡのブロードキャストを聞くことを可能にするリスンモー
ドにあることができ、一部は自らのローカルプロファイルからＵＵＩＤ等の識別子情報及
びステータスコードのみを提供する限定共有ブロードキャストモードにあり得る。ＧＲＬ
ＥＡは、互いに集合へと加わり、その集合は、信頼できるデータを互いに中継する協調的
方法で有用な機能及びプロセスを実行することができる。ＧＲＬＥＡが他のＧＲＬＥＡを
検出すると、そのＧＲＬＥＡはＧＲＬＥＡの集合に参加し加わることができるかどうかを
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自らのローカルプロファイルを使用して知る。集合に加わるための基準は、それらのＧＲ
ＬＥＡが、病室１３９０と呼ばれるジオフェンス領域内にあり、適切な品質シールによっ
て認証され得ると判定できることに基づく。この例では、看護師１３０５が部屋１３９０
に入り、ＧＲＬＥラベル１３２６を含む患者のブレスレット１３０６を確認する。看護師
１３０５は、分量センサを含むＧＲＬ装置ラベル１３２３を有するＧＲＬＥ薬用瓶１３０
３を運んでおり、プランジャの動きを検出するＧＲＬ装置ラベル１３２４を有する注射器
１３０４内に薬剤を移す。看護師１３０５は、薬剤をＩＶ弁１３０９内に挿入することが
できる。インターネットに接続されるＩＶ注射モニタ１３０１は設定及びレポートをモニ
タするＧＲＬＥラベル１３２１を有する。流体バッグ１３０２も集合にコンテンツデータ
を与えるＧＲＬＥラベル１３２２を含む。イベントのデータが、符号化データ形式を使用
してＩＶ注射モニタ１３０１経由で基準点の塔に、次いでＢｌｕｅｔｏｏｔｈ５１２によ
り、範囲内にある基地局５０３経由で病院のデータセンタ等のデータアグリゲータに伝送
される。
【０２３５】
　図１３は、物流効率を改善しケアの誤りのリスクを下げるための追加情報を提供しなが
ら、完全に自動化され便利且つ確実である有用な作業を完了するために、ＧＲＬＥＡが集
合を自動で形成し得る新規の方法を示す。１）ＧＲＬＥＡ装置は、集合に加わるための資
格基準を有するローカルプロファイルを有する。２）ＧＲＬＥＡ装置は、リスンモード及
び限定ブロードキャストモードにある。３）ＧＲＬＥＡは、病院のデータセンタによって
管理されるアグリゲータデータベース内で確立されているのと同じジオフェンス内にある
ことを自己位置特定から明らかにしている。
【０２３６】
　例として、この図１４はあるプロセスを示し、このプロセスは、格子上のポップコーン
ドット１４００と呼ばれる過去の移動点、及びＧＲＬ等の位置感知装置の報告に基づいて
特定の点からジオフェンスを作成する自動的な方法である。この例では、三角形によって
示されている既知の屋内位置１４０１におけるものである。ＧＲＬ装置１４０１が自らの
位置を自己決定し、ユーザがＧＲＬ装置１４０１のローカルプロファイルデータ値内で定
めた半径範囲１４０２を生成する。ポップコーンドットの頻度の計算が追跡され、ポップ
コーンドット１４０３として示される場所に関して、ユーザ及び便宜的に名付けられた外
周発見アルゴリズムが、内接させる円内に矩形を作成する。次いで、外周発見アルゴリズ
ムは黒い太線１４１０を使って内接させ、アルゴリズムはポップコーンドットの実際の移
動パターンに基づいてデータ値を決定する。アルゴリズムの次のステップでは、別のプロ
セスが領域１４２１、１４２４内に凹がない外周を作成して、大きい矩形の箱１４２０に
よってそのデータ値が定められ、且つ追加の特徴を有するジオフェンスを作成し、矩形の
箱が１４２５に配置されて、線１４１６及び１４２７によって示される特定のサイズの４
つの凹データ値を可能にし得る。１４５０の破線は、データ点が捕捉された内部構造（自
宅）の外周を表す。
【０２３７】
　このようにして、個人は、自宅にいるときに通常移動する領域を容易に且つ自動で定め
ることができる。ジオフェンスの外周が定められると、その人は、任意のＧＲＬＥＡが便
宜的に自宅と呼ばれる空間領域内に留まるように構成されるときを自動で知らされ得る。
そのジオフェンスが侵入されると、自宅の空間領域の作成者はＧＲＬ装置の送信機によっ
て警告され得る。
【０２３８】
　アルゴリズムによって作成される点１４２０によって定められるジオフェンス境界１４
２１は、時間が経つにつれて進化することができ、他のジオフェンス境界と接合され得る
。
【０２３９】
　ＧＲＬ装置が認証済みの自己位置特定座標を屋内及び屋外で捕捉する能力は、任意のＧ
ＲＬ対応資産の認証済みのＵＵＩＤデータポーリングと組み合わせて、単一のＧＲＬＥＡ
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又はＧＲＬＥＡの集合が、データアグリゲータ４６１内の集約データベースに対して認証
済みの位置のポップコーンドットの組を送り、共有する能力をもたらす。次いで、このデ
ータベースは、時間及びセンサデータと共にＧＲＬＥＡの移動領域を表す２Ｄ及び３Ｄ多
角形の組を策定するプログラムを実行することができる。ＧＲＬ装置からのローカルプロ
ファイルデータ１０８を記憶することができるアグリゲータデータベースは、種々の用途
に派生データを与えるために、データプロセッサ４６２上で実行されるＳＱＬクエリ等の
良く知られている技法を使って処理され得る。
【０２４０】
　例えば、ＧＲＬＥである財布は、自らの位置情報を時間と共に能動的に更新し、その財
布があった空間領域、及び定められた空間領域から離れるときのジオフェンスの外周を知
り得る。ＧＲＬＥの財布が自宅から職場、学校、店に移動するとき、その財布は既知の位
置のプロファイルを構築する。この情報は、自らの集合、例えば、便宜的に名付けられた
人的財貨集合アプリケーションと共にスマートゲートウェイアプリケーションを実行する
スマートフォンに共有することができる。
【０２４１】
　別の例：「公認ピンガ」と便宜的に名付けられたスマートゲートウェイアプリケーショ
ンを有するスマートフォンを有する警察官は、証拠容器が駐在所からの既知の経路の組を
離れる場合、並びに中央証拠保管所及び法医学研究所等の他の関連空間領域へのルートを
離れる場合に自動で警告されるＧＲＬＥ証拠容器を探すモードにあり得る。証拠の管理者
は、ポップコーンドットの組を構築するために数分から数日であり得る、ある期間にわた
る自らの動きを使用することができる。
【０２４２】
　最後に、ＧＲＬＥＡがＡＬＤＯＳＡを有する派生データの情報源であり得るという事実
であり、ここで、ほぼ全ての人、組織、及び機械がＧＲＬ対応である資産に関する情報の
セキュリティ及びプライバシに依拠し、それらと快適に対話し、それらを利用することが
できる。
【０２４３】
　次に図１５を参照すると、複数の空間領域１５０１～１５０７を組み合わせてより複雑
な領域を形成し得るプロセスをブロック図が示す。図示のように、それぞれの領域１５０
１～１５０７は比較的複雑な多角形の形状を含む。組み合わさった形状１５０１～１５０
７はより複雑な多角形１５０８を形成する。
【０２４４】
　従って、データアグリゲータは、複雑な多角形によって表わされる空間領域を作成又は
受信することができる。空間領域は、スマートゲートウェイアプリケーション、サーバア
プリケーション、及びＧＲＬ装置アプリケーションのうちの１つ又は複数によって使用さ
れ得る。ＧＲＬ装置アプリケーションは、本開示の他の箇所で挙げた１つ又は複数のオー
プンソースプログラムを使用して生成され得る。生成されたＧＲＬ装置アプリケーション
は、ＧＲＬ装置内に含まれるプロセッサ等のプロセッサ、スマートゲートウェイアプリケ
ーション、スマートフォン、ウェブアプリケーションをホストするデータプロセッサ、又
はオープンソースプログラム及び他のカスタムプログラムを組み込むコードを実行できる
他の装置によって閲覧又は編集され得る空間領域を作成するために使用され得る。
【０２４５】
　まとめられた空間領域は名付けられ、その後、承認済みの装置によって参照され得る。
一部の実装形態では、まとめられた空間領域が、１つ又は複数の空間領域を共有するＧＲ
Ｌ装置によって作成される空間領域の組合せを含み得る。例えば、同じ集合内のＧＲＬ装
置が定められた空間領域を共有し得る。別の例では、適切な品質シールを有するか又はデ
ータアグリゲータに由来するＧＲＬ装置が、複数の情報源からの複数の形式で空間領域を
提供し得る。一例は、世界中の道路及び高速道路に関するオープンソースＳＨＰファイル
内に含まれる情報に基づく空間領域を含む。
【０２４６】
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　別の態様では、地理空間業界ではレイヤと通常呼ばれる追加データを含む、又はかかる
追加データにリンクされる空間領域が定められ得る。一部の実施形態では、更新されるロ
ーカルプロファイルデータ値にＧＲＬ装置が含めた位置をポップコーンドット（図１４参
照）が表す。更新は、例えば、ＧＲＬ装置に関連付けられた資産が共有下にある間の移動
計画内の意図される目的地点及び経路を含み得る。従って、一部の実装形態では、ＧＲＬ
装置が自己認識することができ、自己認識ＧＲＬ装置に関連付けられた資産の配送が、そ
の複雑な空間領域内に一貫してあることが確認され得る。ＧＲＬ装置は、自らのまとめら
れた空間領域の外周の内側又は外側にあることを自動で公開することもできる。
【０２４７】
　例として、図１６は、製造されたＧＲＬ装置１００が、自らの位置の自己認識及び様々
な種類のプログラミング用の構成に基づいて幾つかのプログラミング段階を通り得るプロ
セスを示す。製造されたＧＲＬ装置１００が、最初のプログラミングのために空間領域１
６１０に送られる（１６０８）。空間領域１６２０及び１６３０を有効として含む基準点
データベースを含む幾らかのローカルプロファイルデータ値をＧＲＬ装置１００が受信す
ると、ＤＧＲＬ装置は、有効なプログラミング領域１６１０である１６１２にあることを
自己位置特定し、認証できるため、このデータを受け付ける。
【０２４８】
　ＧＲＬ装置１００は、更なるローカルプロファイルデータ１６２２を受け付けることが
できる第２のプログラミング位置１６２０に移動される（１６１８）。ＧＲＬ装置１００
は、今度は流通点１６３０に送られ（１６２８）、ここでは、自らのプロファイル１６３
２を設定する能力を有する様々なユーザにＧＲＬ装置１００の所有権を変更することがで
きる。ＧＲＬ装置１６６２の所有者の方向１６５８にＧＲＬ装置１００が送られる場合、
公開され得る通常は秘密のデータをクエリする国境警備隊の位置等のジオフェンス領域１
６６５に近い（１６６０）と判定するときに警告する（１６６４）ように、そのユーザは
ＧＲＬ装置１６００を構成することができる。その装置が空間領域１６６５のジオフェン
ス領域内にある場合、位置１６６６にあるＧＲＬ装置は、空間領域１６６５の外周内に位
置していることを理由に認証済みの公的機関に秘密データを公開する。このようにして、
ＧＲＬ装置１００のいかなる所有者も、秘密データがアクセスされ得る位置の近くにＧＲ
Ｌ装置１００がある場合に所有者に警告する機能を設定することができる。
【０２４９】
　ＧＲＬ装置１００は、自宅位置の空間領域１６５０に届くように、輸送によって方向１
６４８にも送られ得る。ＧＲＬ装置１００が所有者の自宅の空間領域１６５０内にある場
合、自宅所有者の好みに基づく新たなプライバシ設定を関与させるようにそのステータス
をプログラミングし直すことができる（１６５４）。
【０２５０】
　ＧＲＬ装置１００は、小売位置の空間領域１６４０への大量輸送１６４２の一部として
方向１６３８にも送られ得る。ＧＲＬ装置１００がそこに到着し、その配達が確認される
と、ＧＲＬ装置１００の所有権のステータスを購入可能な未販売商品のステータスにプロ
グラミングし直すことができる（１６４４）。
【０２５１】
　図１７は、内部の非常に正確な気圧センサも特徴とするＧＲＬ装置１００を有する箱を
含む３段の棚の組を右側に示す。温度変化及び天気変化が気圧の変化をもたらすため、任
意の１つの高度における気圧は１日を通して変化する。
【０２５２】
　左側の図１７００は、相対的な垂直位置に対応する気圧を縦軸として示す一方、時間の
経過が８：００ＡＭ、８：１０ＡＭ、及び８：２０ＡＭの３つの時間要素と共に横軸によ
って示されている。特定の時点において、あるセンサの個別の読取値１７０５が特定の製
品１７６１に関連付けられる（１７０１）。別のセンサからの近くの読取値１７０６が、
店の特定の棚１７５０の同じ段を占める同じ高さにある隣接する製品１７６２に関連付け
られる（１７０２）。これらの近くに群を成す他の個別の読取値は、同じ時点における店
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の棚の同じ段にある更なる製品に対応する（１７０３、１７０４）。
【０２５３】
　時間が経つにつれ、所与の高度における経時的な気圧変化に照らして収集データの調節
を検出することができる高感度センサを活用する便宜的に名付けられた集合気圧読取、ス
マートゲートウェイアプリケーションによって一定間隔で読取値が測定される。店の棚１
７５０の同じ段にある製品等の集合内で機能するＧＲＬ装置のセンサによって取られる近
くの読取値の群は、時間が経つにつれてドリフトする。データを解析して、そのＧＲＬ装
置のセンサが時間変化１７３２、１７３４と共に気圧の過渡変化を検出する、同じ高度に
ある静止した製品に何れのグループ１７３１、１７３３が対応するかを識別する。データ
点１７１５、１７３５の群１７１６、１７３６は、店の棚１７５０の対応する一番下の段
（１７１７）、一番上の段（１７３７）の上に関連付けられた製品があるのと同数のデー
タ点を有する。１７０１、１７０２、１７０３によってＧＲＬ装置に関するこれらの関連
付け１７０５、１７０６を経時的に追跡することは、一番下の棚の上にあるものとしてＧ
ＲＬ装置１００　１７６１及び１７６２の位置を識別できるようにする。これは、ＧＲＬ
装置のセンサの集合からのデータ並びに店の棚１７５０の様々な段の上のそれらのセンサ
の高度を比較することにより、製品が自らの棚の高度位置を徐々に知ることを可能にする
。
【０２５４】
　気圧相関アプリケーションのアルゴリズムが、ＧＲＬ装置が棚の一番上又は一番下にあ
るという判定を示す１７３４及び１７１６の枠で囲まれた読取値によって示されている。
この機器及び方法は、集合に加わり、屋内及び屋外で気圧データを共有する能力を備える
多くのＧＲＬ装置にわたって適用され得る。
【０２５５】
　最終的な成果は、ＧＲＬ装置が読取値を共有し、同じ時刻における近くの装置からの結
果を処理できるようにすることにより、縦方向の範囲を確認できることである。この機器
及び方法は、建物又はキャンパスの広い領域内で正確な気圧データをリスンして比較する
ことができる任意の装置による正確な高度決定を可能にする。
【０２５６】
　図１８は、多機能オーバレイＭＦＯを有するＧＲＬ装置を示す。ベースのＧＲＬ装置が
１８００に図示されており、この例ではＧＲＬ装置は複数の電気接点及び他の物理接点並
びに固定位置を有し、１つは原子時計のための信号タイマ（１８０９）、並びに認証済み
の位置データだけでなく他のローカルプロファイル情報を受信するためのデータコネクタ
のうちの３つ（１８０３）である。ＧＲＬ装置は１８０５にセンサポートを有する。更な
る電源用のコネクタが１８０７にある。誘導コイルポンド（ｉｎｄｕｃｔｉｏｎ　ｃｏｉ
ｌ　ｐｏｕｎｄ）である多機能オーバレイ１８６０を追加する例における電源パッド１８
０７用の内部コネクタは、ＧＲＬ装置が磁場によって充電又は給電され、１８６１へと組
み合わせられることを可能にする。
【０２５７】
　多機能増設機器の組を１８１０、１８２０、１８３０、及び１８４０として示す。これ
らのユニットは垂直に整列して図示されており、そのため、１８５０に示されるように互
いに重ねて配置される。
【０２５８】
　コンピュータ１８２０を上に配置し、長距離アンテナ１８４０を電源パッド１８０７上
に配置しながらキーパッド及びディスプレイを左側に配置することを可能にするための、
電源パッドのリアライナが１８１０に示されている。
【０２５９】
　このようにして、追加のインタフェース、追加の電源、並びに増幅器及びアンテナとの
追加の通信、又は認証済みの位置情報のためのＵＩの選択肢を必要とする様々な有用な応
用をサポートするようにＧＲＬ装置１００を拡張することができる。
【０２６０】
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　図１９は、使用可能な帯域幅を効率的に利用し、多数の送信機及び受信機間の衝突を最
小限にするために、無線ＧＲＬ装置１９０１～１９０３が原子時計に基づくタイミングを
用いて通信する方法を示す。
【０２６１】
　秩序立てられたタイミングなしでは、多数の装置をポーリングすることは混沌としたデ
ータの送信及びデータの受信を引き起こす。本開示の一部の態様によれば、小型原子時計
等の高精度のタイミング装置がＧＲＬ装置１９０１～１９０３からのデータの送信及びデ
ータの受信の非常に厳密なタイミングを可能にする。
【０２６２】
　サーバ１９０４は、ＧＲＬプロファイル１９０１Ａ～１９０３Ａとして記憶される通信
を、ＧＲＬ装置１９０１～１９０３との論理通信内で又はその一部として発生させること
ができる。ＧＲＬプロファイル１９０１Ａ～１９０３Ａは、無線発信機１９０５によって
ＧＲＬ装置１９０１～１９０３に伝送され得る。ＧＲＬ装置のローカルプロファイル１９
０１Ａ～１９０３Ａが更新され、無線発信機１９０５によってＧＲＬ装置１９０１～１９
０３に送信されてもよい。無線発信機１９０５は通信ネットワーク１９０６経由でデータ
を受信することができる。
【０２６３】
　ＧＲＬ装置のローカルプロファイル内には、装置がいつ起動し、計算済みの位置データ
及びＵＵＩＤ識別データを伝送すべきかについてのスケジュールが含まれる。一部の実施
形態では、センサデータ及び集合によって共有されるセンサデータ等の他のデータも伝送
され得る。
【０２６４】
　同様に、ＧＲＬプロファイルは、ＧＲＬ装置が伝送を受信するためのスケジュールを含
み得る。本開示によれば、原子時計は数十億分の一秒の範囲内まで正確な非常に厳密なタ
イミングを可能にする。従って、送信及び受信のスケジュールは、送信時間枠及び受信時
間枠の衝突を最小限に抑えながら、近くにある何十万もの装置が送信及び受信することに
対応し得る。サーバは複数のプロファイルを追跡し、同期された送信及び受信時間の独自
のスケジュールを生成することができる。
【０２６５】
　ＧＲＬ装置内のローカルプロファイルデータ値に基づく一意に符号化されたタイミング
間隔は、棚上又は倉庫内等にある近接する多くの同様の資産、群衆中の人、輸送容器、又
は他の密集した資産の集まりが極度の低電力要件内で動作しながらデータを伝送し、デー
タの衝突をなくすことを可能にする。一例は順次的な電源投入とすることができ、ラウン
ドロビンパターン、他のパターンでの伝送も本発明の範囲に含まれる。
【０２６６】
　図２０は、それぞれの箱のユニットを切断する前に、梱包に使用される材料のシート２
０００内にＧＲＬ装置１００を配置するためのプロセスを示す。この材料の第１の層２０
０１が構築される。ＧＲＬ装置１００が、多層パッケージ材料の中心部を形成する追加の
充填２０１０材料中に追加される。この上に材料の別の層２００３が追加される。この透
視図は、バルク多層材料の拡大側面図を示す。段ボール等のバルク多層パッケージ材料の
断面図では、２つの外層２００１、２００３が内部のＧＲＬ装置１００及び隣接する充填
材２０１０を守る。
【０２６７】
　バルク材料２０００は、１つの箱のパターン２０３０ごとに２つのＧＲＬ装置１００を
含む方法でダイカッタマシン２０５０によってバルク材料２０００から切り出される、折
畳み式の箱のパターンの寸法に適した規則正しく点在する間隔でＧＲＬ装置１００を含む
。箱のパターン２０３０がダイカッタマシン２０５０によってバルク多層材料から切断さ
れた後、結果として生じる対向する端部２０１０、２０２０がＧＲＬ装置１００をそれぞ
れ含む。次いで、この平らな形状２０３１を三次元の完成した箱２０３２へと折ることが
できる。その結果は、発送箱の材料内にＧＲＬ装置が埋め込まれ得ることであり、製品の
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製造業者及びそのサプライチェーンに価値を提供する。
【０２６８】
　次に、例として、本発明の図２１は、床配置図及び周囲の屋外領域上を閲覧することに
より、様々な位置におけるＧＲＬ装置１００の正しい空間的配置を確認し、破線の円２１
２６によって強調表示されている明らかに失われたＧＲＬ装置があるかどうかを容易に判
定するための方法を示す。測量図２１５０上の床配置図２１０１内に含まれるデータは、
扉２１０５、窓２１０６、及び車庫の扉２１０７の位置を含む。この同じ領域２１０２は
、位置データの精度に基づく、あり得る位置２１１２の信頼範囲（不確実区域）内の幾つ
かのＧＲＬ装置１００の報告された位置も含む。これらは、建物の床配置図２１０１に対
応する定められた領域２１１１内にある。
【０２６９】
　床配置図２１０１及び幾つかのＧＲＬ装置１００の報告された位置２１１２のデータが
、多くの地理空間アプリケーションの何れかの中で２つのレイヤとして組み合わせられる
場合、新たな透視図２１０３がもたらされる。透視図２１０３は、特定の扉、例えば、２
１２２、２１２８、及び２１３０上に配置されるＧＲＬ装置を容易且つ迅速に正しく識別
することを可能にする。別の例では、開いている車庫の扉上に配置されたＧＲＬ装置が２
１２４において正しく位置特定される。別の例では、窓上に配置されたＧＲＬ装置が２１
２２において正しく位置特定される。この組み合わさった透視図２１０３は、扉２１２６
の位置における失われたＧＲＬ装置を容易に識別することも可能にする。
【０２７０】
　次に図２２を参照すると、一部の実装形態では、スマートゲートウェイアプリケーショ
ンがスマートフォン装置２２０１に基づき得る。スマートフォン装置２２０１は、典型的
には、セルラネットワークを介して通信するための機器及びロジックを含む。通信は、承
認された業界のプロトコルに基づき得る。スマートフォン装置は（図示のように）携帯端
末内に組み込むことができ、又は例えば腕に付ける装置、指輪、他のフットプリント等、
より狭いパッケージフットプリント内に組み込むことができる。一部の実施形態では、ス
マートフォンのフットプリントが、自動車又は工業計器の一部分等のより大きい機器内に
組み込まれ得る。
【０２７１】
　本開示の教示によれば、タイミング装置２２０２がスマートフォン装置に組み込まれ且
つ／又は付加され、米国特許第８，２１７，７２４号明細書でＢｒｉｇｇｓ教授によって
開示されたクロック等の小型原子時計２２０３に基づき得る。その後、スマートフォンは
、スマートフォン装置２２０１の認証済みの位置データを生成することができる。スマー
トフォン装置２２０１は、スマートフォン装置２２０１の近くにある関連付けられたＧＲ
Ｌ装置（図２２には不図示）のためのスマートゲートウェイとしての役割も果たし得る。
【０２７２】
　図２３は、ＧＲＬ装置を個人識別資産に結び付けるための幾つかの機器の設計を示す。
一例では、パスポート２３０１等の政府発行ＩＤが、埋め込まれたＧＲＬ装置１００を特
徴とするスリーブ又は保護カバー２３４１と物理的に組み合わせられ、それによりパスポ
ートをＧＲＬ装置１００の機能及びその関連付けられたＵＵＩＤと結び付ける。別の例で
は、個人識別カード又はデビット／クレジットカード２３１１が、埋め込まれたＧＲＬ装
置１００を特徴とするスリーブ又は保護カバー２３４２と物理的に組み合わせられ、それ
によりカードをＧＲＬ装置の機能及びその関連付けられたＵＵＩＤと結び付ける。別の例
では、ペーパークリップ又は他の物理結合手段により、パスポート２３０１等の政府発行
ＩＤがＧＲＬ装置１００に付加され（２３７０）、ＧＲＬ装置の機能及びその関連付けら
れたＵＵＩＤをパスポート内に含む複合形式の識別情報２３５１を作り出す（２３７１）
。この形態は、屋内及び屋外の認証済みの位置データが発行政府によって追跡される機能
をもたらしながら、装置のＵＵＩＤを物理的便宜のために身分証明書と対にすることを可
能にする。
【０２７３】
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　別の例では、ＧＲＬ装置１００が接着剤又は他の手段によってパスポート２３０２等の
政府発行ＩＤに物理的に取り付けられ（２３８０）、ＧＲＬ装置の機能及びその関連付け
られたＵＵＩＤを含む複合形式の識別情報２３６１を作り出す（２３８１）。別の例では
、ＧＲＬ装置１００が接着剤又は他の手段によって個人識別カード又はデビット／クレジ
ットカード２３１２に物理的に取り付けられ（２３９０）、ＧＲＬ装置の機能及びその関
連付けられたＵＵＩＤをカードに結び付けられる方法で含む複合形式の識別情報２３６２
を作り出す（２３９１）。図２３の上記の事例のそれぞれにおいて、政府の役人はＴｒａ
ｃｋ　Ｍｅと便宜的に呼ばれるスマートゲートウェイアプリケーションによって集合を形
成するようにＧＲＬ装置１００に要求することができ、それにより海外への訪問者は、訪
問者スマートフォンデータサービスを使用し、ＧＲＬ装置１００の認証済みの位置データ
及び認証済みのハッシュ化されたＵＵＩＤによって決定される自らの位置を頻繁に報告す
ることを要求され得る。
【０２７４】
　図２４は、ＧＲＬＥＡの視覚的クエリを行うための機能を示す。この例では、２４２１
にあるＷｈｅｒｅ　Ｈａｖｅ　Ｙｏｕ　Ｂｅｅｎと便宜的に名付けられたスマートゲート
ウェイアプリケーションを実行する任意のスマートフォン５５０が、ユーザが位置を特定
しようとしているＧＲＬＥＡ　Ａｃｍｅ製品７０１を表示する。広視野の参照画像２４１
０が、自らのＧＲＬ装置１００を有する所望の製品７０１を表示する。スマートフォン５
５０は、自らの位置、自らのカメラがどこに向けられているか、及び識別されるＧＲＬＥ
Ａ　Ａｃｍｅ製品２４１１の場所さえも知っている。距離及び方位情報を使用し、スマー
トフォン５５０は自らのスマートゲートウェイアプリケーションＷｈｅｒｅ　Ｈａｖｅ　
Ｙｏｕ　Ｂｅｅｎ２４２１を使用してＧＲＬＥＡ　Ａｃｍｅ製品７０１までの方向を提供
する。右下に示すアプリケーションのビュー２４２２は、ＧＲＬＥＡ　Ａｃｍｅ製品自体
に関する情報を左上の領域２４１１に組み込むと共に、公開されたローカルプロファイル
データフィールドを左下２４７５に組み込む。右下に示すこのアプリケーションのビュー
は、特定の製品のデータ値並びに道路でのその移動に関する右下２４５１の情報、及び特
定の製品の現在の位置を通じて過去の位置を識別する建物２４５２も含む。
【０２７５】
　例として、図２５は、流し込み可能な材料を正確に追跡し、既知の位置に届けることを
可能にする新規の機器の組を示す。この例では、製造プラント２５００が、この事例では
トレーラトラック２５０５内に入れられている肥料２５０１等の流し込み可能な材料を作
っている。肥料２５０１が製造業者の漏斗測定装置２５０９からトレーラトラック２５０
５に入ると、トレーラ２５０５に送り出された物質２５０１の分量を含まれるＧＲＬ装置
１００がブロードキャストし（５１３）、データアグリゲータ４６１及びデータプロセッ
サ４６２に情報提供する（５１３）。流し込み可能な材料は梱包倉庫２５１０に移され、
ここでトレーラトラックの底開きダンプ２５２９にあるトレーラの漏斗測定装置２５１９
が、梱包倉庫２５１０に届けられた（２５１１）材料の分量をデータアグリゲータ４６１
及びデータプロセッサ４６２にブロードキャストする（５１３）。梱包倉庫の漏斗２５３
９も、梱包倉庫２５１０に届けられた（２５１１）材料の分量を測定し、データアグリゲ
ータ４６１及びデータプロセッサ４６２にブロードキャストする（５１３）。次いで、デ
ータアグリゲータ４６１及びデータプロセッサ４６２は３つのＬＰＭ（液体又は流し込み
可能な材料）の移動点を確認し、相関させることができる。次いで、梱包倉庫２５１０が
、その縫目にＧＲＬ装置１００を含む密封されたそれぞれの袋２５１３上にＧＲＬ装置２
５１４を配置する。倉庫の管理者２５２１が密封された袋のパレット２５１５を農業者２
５２０に受け渡し、農業者２５２０は自らのトラック２５３０上に荷を積み入れ（２５２
１）、且つ梱包倉庫２５１０に届けられた（２５１１）材料の分量を農業者のスマートフ
ォン５５０によってデータアグリゲータ４６１及びデータプロセッサ４６２にブロードキ
ャストする（５１３）。密封された袋２５１５は納屋２５４０内で保管される。密封され
た袋は、ＧＲＬ装置１００を含む拡散機の漏斗測定装置２５４９上に供給される（２５４
１）。密封された袋２５４１及び拡散機の漏斗測定装置２５４９の両方が、ＧＲＬ装置の



(47) JP 6646684 B2 2020.2.14

10

20

30

40

50

スマートゲートウェイアプリケーションを備える農業者２５２０のスマートフォン５５０
にイベントをＢｌｕｅｔｏｏｔｈ５１２によってブロードキャストする。農業用トラクタ
２５４０が用地を通り抜けると、拡散機の漏斗測定装置２５４９が流し込み可能な材料の
離散量の正確な分配位置を記憶し、伝送する。農業者が建物２５５０に入り、農業者２５
２０のスマートフォン５５０がＤＣＮ（ＷＡＮ５８０上で接続されるケーブルモデムＷｉ
－Ｆｉボックス５７０へのＷｉ－Ｆｉ一点鎖線５１５プロトコルとして図示する）の範囲
内にあり、スマートフォン５５０は、流し込み可能な材料の離散量の正確な分配位置をデ
ータアグリゲータ４６１及びデータプロセッサ４６２にブロードキャストする。
【０２７６】
　この例は、多岐にわたる材料の作成、移動、処理、配送、及び使用に関して、これまで
入手できなかった統一され確認可能な情報を有する能力を示し、各ステップは移動イベン
トに関する厳密且つ確認可能な位置データを含む。底開きダンプ及び漏斗２５０９、２５
１９、２５２９、２５３９、及び２５４９を示すこの機器は、流し込むことができる様々
な形態の物理材料を扱うように設計された任意の形態の測定装置によって置換され得る。
【０２７７】
　例として、図２６は、コンポーネントの完全且つ長期の追跡並びに製品の長期の解析及
び品質管理を可能にする新規の機器の組を示す。図２６は、取り付けられ、その後、集合
へと構成され得る様々な全てのＧＲＬ装置２６１２、２６１３、２６２２、２６２４と共
に汎用コンピュータ化資産を含む汎用発送箱２６００を示す。この図面は、例えば、幾つ
かの暗号化モード、幾つかの認証モード、幾つかの応答モード、及び幾つかのタイミング
モードのうちの何れかによって自らのＵＵＩＤ及び位置データを伝達し公開するための、
集合の各ユニットの能力から生じる幾つかの新しく且つ新規の機能を示す。様々な様式が
本願の他の箇所で記載されている。以下の説明は、この図２６内に示す資産が、有用な機
能を提供するように設計されるか、又は一緒にされる複数の資産を含む非常に広範な潜在
的製品の組についてどのように有用な機能を果たし得るかを示す。
【０２７８】
　図示のプロセスは、一般的な汎用コンピュータ化資産６１０内のコンポーネントの一部
の最終組立を示す。ユーザマニュアル２６６１が印刷され、顧客サポート登録ラベル２６
６２としてのＧＲＬ装置が取り付けられる。これが、汎用コンピュータ化資産６１０と対
にされる汎用リモコン資産２６７０と共に付属品箱２６５０内に配置される。この図面は
電源コード用の空洞２６５１を示し、ここでは各ＧＲＬＥＡが対集合に同化されるように
、大量生産されたＧＲＬＥ電源コード１９５０が汎用コンピュータ化資産６１０に差し込
まれるために取り除かれている。これは、汎用コンピュータ化資産６１０が、スマートゲ
ートウェイアプリケーションを実行している任意のＧＲＬ装置と容易に通信することを可
能にする。
【０２７９】
　プリント回路基板（ＰＣＢ）の製造業者がマザーボード２６４０を製造し、マザーボー
ド２６４０は、ＧＲＬＥＡドータボード２６４１の追加時に対集合に同化されたマザーボ
ード２６４０上に装着されるＧＲＬ装置２６４２を含む。この集合のペアリングは、それ
まで共有されていなかったローカルプロファイルを共有することにより、２つのコンピュ
ータの新規且つ有用な自動構成を可能にした。ＧＲＬＥラベル１０００並びに２６６２及
び２６７１の追加により、汎用コンピュータ化資産６１０の内蔵ＧＲＬＥＡが集合に更に
同化される。これらが汎用発送箱２６００内に配置され、汎用発送箱２６００は、内部の
ＧＲＬＥＡ（２６４２、２６４１、１９５０、２６６２、及び２６７１）が能動的に集合
を作成するとき、その内部のＧＲＬＥＡからシリアル番号データを得る外部のＧＲＬＥラ
ベル２６２２を含む。集合内の一部のＧＲＬ装置は、課税及び輸入規制のために、適切な
認証済みの位置、ＵＵＩＤ／シリアル番号、及び他の情報を政府当局に提供するように自
らのローカルプロファイルを構成することができる。
【０２８０】
　本明細書に記載の新規の機器は、資産（この例では消費者家電製品）の開封場所に関す



(48) JP 6646684 B2 2020.2.14

10

20

30

40

50

る認証済みの情報を配信することを可能にする。更に、ユーザがスマートゲートウェイア
プリケーションを有する場合、そのアプリケーションが製品を自動で登録することができ
る。この図２６のＧＲＬＥＡ一式が製品集合を構成する。汎用発送箱２６００はＧＲＬＥ
ボックスタブ２６１２、２６１３の対集合を含み、この対集合は自らのＧＲＬＥ層内装置
２６１１をそれらの近接時に探し、ＧＲＬＥ層内装置２６１１にＮＦＣによって接続し、
かかる近接（フラップが閉められること）は磁気センサによって検出される。これが行わ
れるとローカルプロファイルが更新され、箱が開けられると２６１２が２６２１に知らせ
、２６２１はそのイベントをログ内に記録し記憶する。汎用コンピュータ化資産６１０の
電源投入時、２６７１は集合のＧＲＬ装置を活性化しポーリングするように構成されても
よく、自らのローカルプロファイルに従って共用センサデータをＤＣＮに送る。
【０２８１】
　図２７は、容易に人に付けることができ、数カ月間持続し、ほぼ絶えず通信し、エネル
ギハーベスタを利用できる程少ない電力を使用する技術によって個人の正確な移動を追跡
しようとする政府当局、軍、警察、雇用主、及び他の組織に有用な情報を提供する幾つか
の新規の機器を示す。
【０２８２】
　図２７は、ある人が空港２７００においてある国に飛行機で着き、２７１０の拡大図に
示す入管領域２７０１に到着するシーンを示し、入管検問所２７１４への入口を通って歩
くとき、その人は入国管理官ブース２７１２を選ぶことができ、検問所２７１４において
登録された（２７１３）パスポート入れ（スリーブ又は保護カバー２３４１のノートアイ
テムの例）がそこで与えられる。その人はそのパスポート入れを自らの所持品上に又は所
持品と共に常に保持し、ＧＲＬ対応パスポート入れと通信するためにスマートゲートウェ
イアプリケーションがインストールされている場合がある自らのスマートフォンの範囲内
に保つように命じられる。ポップコーンドット２７１５によって示すように、その人は自
らの目的地に向かって歩く。２７１６及び２７２６上の点の間隔は、パスポート入れのロ
ーカルプロファイル内の位置ポーリングの一定の時間枠に基づく移動速度を示す。
【０２８３】
　その人は入管２７１６を離れ、自らの目的地２７１９に移動し、その目的地２７１９で
は区画２７２８に駐車（２７２１）し、２７２８において中に入り、そこで受付２７２４
がパスポート入れをポーリングする（２７１３）。その人は、正確な位置測定の変化に基
づく単一の大きい凸凹のポップコーンドット２７２５として図示されている２７２５での
会議にしばらく滞在する。その人は空港に戻り（２７２６）出発ロビー２７３１に到着し
、そこで自らのパスポート入れ及びパスポートを入国管理官に検問所２７２７において提
示し、そこでパスポート入れに記憶されているそれまでの移動情報が、ＤＣＮ及びデータ
アグリゲータデータベースに送るために公認ピンガアプリケーションと便宜的に名付けら
れたスマートゲートウェイアプリケーションによってポーリングされる。
【０２８４】
　識別及び追跡用のＧＲＬＥＡのこの機器及び様々なフォームファクタが、幾つか例を挙
げると自宅用、商業的、工業的、軍用、及び政府の応用例と共に多くの有用な屋内環境及
び屋外環境に使用され得る。
【０２８５】
　図２８は、便宜的に名付けられたＳｈｏｗ　Ｍｅ　Ｗｈｅｒｅ　Ｙｏｕ　Ａｒｅ２８１
０を実行するスマートゲートウェイアプリケーションを有するスマートフォン５５０を所
持するユーザが、ボタン２８１１を押して、特定のクエリに応答するように多機能オーバ
レイの使用を含むＧＲＬＥＡであるパンの塊２８２１、２８３１に要求することができる
。この場合、スマートフォン５５０が、点滅するか又は人間可読画像を表示し得るＭＦＯ
（例えば、１８３０や１８４０等）を有する上の二段の棚にあるパンの棚に送り出される
点滅信号を発生させる。２つのレスポンデント２８２１、２８３１が信号２８２２、２８
３２によって「数日以内に賞味期限切れになる」と伝え、従って購入者は例えば、パンの
塊２８２１、２８３１に対する割引きを得ることができる。このようにして、安売りを求
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めて買物をする何れの人も潜在的な特売品を求めてＧＲＬＥＡ製品をクエリすることがで
きる。
【０２８６】
　便利なユーザインタフェース（点滅光）を提供しない可能性があるが、単純に位置デー
タを提供し、そのため、エンドユーザが距離及び方位を自らの画面上で見ることができる
様々な基準を使い、この同じ革新的プロセスが在庫品２８５０を探すのを補助することが
でき、この形態は５５０がＭａｋｅ　Ｍｅ　Ｆｌａｓｈ２８１０と便宜的に名付けられた
スマートフォンのスマートゲートウェイアプリケーションであると仮定する。
【０２８７】
　この図面の下半分では、一番下の棚は、シリアル番号１２３４が示されている箱４３５
０ＮＮＮＮを探す必要をキーパッド２８４１が示しながら、Ｃｈｅｃｋ　Ｍｙ　Ｓｔａｔ
ｕｓ２８４０と便宜的に名付けられたスマートゲートウェイアプリケーションを自らのス
マートフォンが実行している買物客の行先である。或いは、２８５２にあるように、製品
タグ２８００上に画面を有するＧＲＬ装置が点灯し、特定の製品の箱２８５０が特別な購
入特典の対象であることを買物客が確認するのを補助する。
【０２８８】
　図２９は、対集合がスマートゲートウェイアプリケーションに必須情報を提供できる方
法を示し、生鮮食品をモニタするための機器を含む。蓋２９０１の内側には気圧センサ２
９１１がある。蓋内のＧＲＬ装置１００は、商品が最初に開封され、気圧の変化によって
活性化されるときにアイテム２９１０内のＧＲＬ装置と通信する。この通信は、腐敗を防
ぐために生鮮食品の温度をモニタしなければならないことをアイテム２９１０内のＧＲＬ
装置に知らせる。開封してからの時間、温度履歴、並びに生鮮食品の中身の鮮度及び消費
の適切性に関する他の報告要素を報告するために、アイテム２９１０内のこのＧＲＬ装置
は、スマートフォンによって線５１６としてのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ又はＮＦＣの対話によ
ってクエリされ得る。ＧＲＬ装置１００は、商品を適切に保管することに関して行動を取
るようにユーザに通知するかどうか、又は商品がもはや消費に適していないことを報告す
るかどうかをソフトウェアが決定するためのパラメータを含むローカルプロファイルを記
憶する。
【０２８９】
用語集
　本明細書で使用するとき、「取り付ける」とは、例えば、追跡される資産にＧＲＬ装置
を取り付けることができること等、第１のアイテムを第２のアイテムに固定して付加する
ことを意味する。
【０２９０】
　本明細書で使用するとき、「アフィクサ」とは、ＧＲＬ装置を資産に取り付けるのに必
要なアクションを行う機器又は人を意味する。
【０２９１】
　本明細書で使用するとき、「～内に取り付ける」とは、例えば、追跡される資産のパッ
ケージ端にＧＲＬ装置を組み込むことによって資産内にＧＲＬ装置を取り付けることがで
きること等、第１のアイテムを第２のアイテムの境界内に固定して付加することを意味す
る。
【０２９２】
　本明細書で使用するとき、「取付手段」とは、ＧＲＬ装置を資産に取り付けるために利
用される、ＧＲＬ装置のコンポーネント及び資産以外の介在品を意味する。取付手段の例
は、非限定的な例として、接着剤、安定、テープ、釘、螺子、インサート、（パズルにあ
るような）嵌合い、ステッカ、リベット、締結、チェーン、吊り下げ、結着、磁石、ラッ
チ、縫合、バックル、収縮包装、留め金、ジッパーを含む。取り付けの例は、限定されな
いが、パッケージ材料、接着剤、エポキシ、溶解（ｍｅｌｔ　ｉｎｔｏ）、螺子座、ボル
ト、リベット、袋、瓶、容器、箱、クレート、パレット、貨物専用コンテナ内に組み込み
、ポリマで囲むことを含む。
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【０２９３】
　本明細書で使用するとき、「～上に取り付ける」とは、例えば、追跡される資産のパッ
ケージ端上にＧＲＬ装置を組み込むことによって資産上にＧＲＬ装置を取り付けることが
できること等、第１のアイテムを第２のアイテムの外部境界上に固定して付加することを
意味する。例は、限定されないが、接着剤、ホッチキス、ステッカ、テープを上に貼るこ
と、打ち込むこと、磁気的にラッチすること、及び別の資産の間又は下に装着することを
含む。
【０２９４】
　「ＡＬＤＯＳＡ」、通し番号が振られた資産に関する認証済みの位置データ。この略記
は、ＧＲＬ対応である資産があらゆる種類の人及び組織の様々な需要のために利用され得
るＧＲＬＥＡの情報を捕捉して届けることができる本発明の広く有用な機能を表す。ＡＬ
ＤＯＳＡは、ＧＲＬＥＡによって作成される認証済みのデータの品質シールを表し、人、
組織、又はシステムによって利用され得る。
【０２９５】
　「ＡＬＤＯＳＡＳ」は、通し番号が振られた資産のセンサに関する認証済みの位置デー
タである。これは対応する処理済みデータ及びセンサデータが、集合として動作している
場合があるＧＲＬＥＡから直接又は間接的に捕捉される上記のデータである。
【０２９６】
　本明細書で使用するとき、「アプリケーション」とは、ＧＲＬ装置、スマートゲートウ
ェイ（スマートフォン、タブレット、ウェアラブル等）、又は（認証サーバ、データアグ
リゲータサーバ、データ処理サーバ等）等のサーバ上で実行され得る任意のソフトウェア
プログラムを意味する。
【０２９７】
　本明細書で使用するとき、「資産」とは、本開示に記載のＧＲＬ装置によって追跡され
得るか、又はかかるＧＲＬ装置に取り付けられ得る物体、物品、装置、植物、有機体（人
又は動物）、又は物を指す（「固定された資産」、「対資産」、「流し込み可能な材料」
も参照されたい）。
【０２９８】
　本明細書で使用するとき、「資産の集合」とは、互いに近くにあると判定されるグルー
プ化された資産の組である。集合は、論理機能を適切に完了することを可能にする対話及
び情報共有を必要とし得る。
【０２９９】
　本明細書で使用するとき、「同化」とは、名前が付けられた集合に新たなＧＲＬ装置が
参加することを集合のマスタが認め得るプロセスを表す。
【０３００】
　本明細書で使用するとき、「同化モード」の「同化」とは、スレーブとして集合に加わ
るときの又はマスタとして動作するときのＧＲＬＥＡのモードを表す。
【０３０１】
　本明細書で使用するとき、「認証済みの」とは、ＧＲＬ装置からの情報が真実且つ本物
であること、又はＧＲＬ装置が取付先であり得る資産等の別の情報源からの情報を忠実に
中継していることを証明するために暗号手法を使用することを意味するものとする。一部
の実施形態では、認証が装置のＵＵＩＤ及び明らかにされた位置に追加的に基づき得る。
【０３０２】
　本明細書で使用するとき、「認証済みの取り付け」とは、承認済みのプロセスによって
ＧＲＬ装置を資産に取り付ける（～内に取り付ける又は～上に取り付ける）ことを意味す
る。一部の実装形態では、認証済みの取り付けは、取付プロセスに関連付けられた定量化
できる変数に関連付けられたＵＵＩＤを含み得る。
【０３０３】
　本明細書で使用するとき、「認証済みの位置」とは、既知の伝送点である基準点からの
到達時間遅延を計算できる高精度のクロックを用いて自らの位置を明らかにすることがで
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きる装置に基づく位置決定を意味するものとする。位置決定は、受信信号強度や到来角等
を利用するもの等、他のアルゴリズムも含み得る。位置決定は、既知の基準点及び他の認
証済みの情報源からの座標点を含むデータ値（別のＧＲＬ装置等の識別可能な情報源から
の暗号的に検証可能な位置データを含むデータ伝送も含み得る。位置データは、ＧＲＬ装
置の求めた位置を、ＧＲＬ装置の秘密鍵及びＵＵＩＤ等の暗号的に保護されたローカルデ
ータと組み合わせ、かかるデータはＧＲＬ装置が登録された空間領域を含むことができ、
次いで、その組み合わせたデータを良く知られているハッシング技法を使って処理し、認
証局によって認証され得るハッシュ値を与えることによって認証され得る。
【０３０４】
　本明細書で使用するとき、「バイオメトリク識別情報」とは、他の生物有機体とのかな
りの差異化の程度を有する生物学的な測定又は観察を意味するものとする。
【０３０５】
　本明細書で使用するとき、「ブロードキャストモード」とは、他の任意のＧＲＬ装置又
は機器がメッセージを検出するように構成される方法で、自らのＵＵＩＤ及び位置データ
並びに他のデータ値を含み得るメッセージを発行している可能性があるＧＲＬ装置を表す
。
【０３０６】
　本明細書で使用するとき、「ケア、管理、及び調整」とは、資産の保持、保護、ケア、
用心、検査、保全、又はセキュリティを指し、資産の管理がその支配下におかれる法的主
体の直接の個人的ケア及び調整の範囲内に物がある概念を伴う。ケア、管理、及び調整の
変更がある典型的な賃借資産は、限定されないが、輸送：車、トラック、バス、自転車、
ボート（ヨット、カヤック、カヌー、帆船等）、飛行機、気球、小型飛行船、トレーラ等
、建設機器：チェーンソー、手持削岩機、ミキサ、ダンプトラック、フロントエンドロー
ダ、空中作業車、クレーン等、特殊機器：実験装置、耕作機械、製造機械等を含む。
【０３０７】
　本明細書で使用するとき、「集合」とは、１つ又は複数の他のＧＲＬ装置と同化できる
ように自らのローカルプロファイル内で構成されている１つ又は複数のＧＲＬ装置の組を
表す。集合は、１つ又は複数の資産に取り付けられる１つ又は複数のＧＲＬ装置であり得
る。取り付けられるＧＲＬ装置を有さない可能性がある資産は、その資産があることをマ
スタが認識する場合、集合の一部と見なされ得る（「資産の集合」、「同化」、同化され
る、「ＧＲＬ装置の集合」、「ＧＲＬＥＡの集合」、「対集合」、「製品の集合」、及び
「仮想的集合」も参照されたい）。
【０３０８】
　本明細書で使用するとき、「データベース」とは、１つ又は複数の組織化されたデータ
群を意味する。データベースは、スキーム、テーブル、クエリ、レポート、及びビュー並
びに他のデータオブジェクトの集まりを含み得る。
【０３０９】
　本明細書で使用するとき、「データアグリゲータ」とは、関連し頻繁に更新されるコン
テンツを様々なインターネットの情報源から集約し、それを記憶し、索引付けし、検索す
るために整理統合するアプリケーションを意味する。データアグリゲータは、様々なオン
ライン情報源からシンジケート化コンテンツを集めるウェブアプリケーションも含むこと
ができ、個人に関する詳細なデータベースからの情報を編集し、その情報を他者に販売す
ることに関与する組織も含み得る。データアグリゲータは、ＧＲＬ装置の組からのデータ
及びそれらのセンサデータも含み得る。
【０３１０】
　本明細書で使用するとき、「データアグリゲータデータベース」とはデータアグリゲー
タによって記憶されるデータを意味し、様々な位置にある非常に多数のサーバ上にあり得
る。
【０３１１】
　本明細書で使用するとき、「データ値」とは、ＧＲＬシステムによってアクセスされる
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情報、又はＧＲＬ装置を含むＧＲＬシステムのコンポーネントによって生成される情報を
含み得る（データ値はフィールドとして一般に知られているような任意のデータ要素とす
ることができ、又は典型的にはデータベース内の１つ又は複数のテーブルのフィールドの
組である記録であり得る。多くの場合、データ値は、ログファイル、データベース、ＲＯ
Ｍ内に記憶されるデータ等のデータ構造の混成群を含み得る（優先権書類を含む一部の関
連文献ではデータ値がパラメータと呼ばれることがあり得る）。
【０３１２】
　本明細書で使用するとき、「派生データ」とは、空間領域に関する統合された情報を作
成するためにマッピングＤＢ等の他の情報源にリンクされるＧＲＬ装置のデータを意味す
る。
【０３１３】
　本明細書で使用するとき、「デジタル通信ネットワーク（ＤＣＮ）」は、デジタルデー
タを伝達するための媒体を含み、例示的なＤＣＮは、限定されないが、公衆インターネッ
ト、セルラネットワーク、仮想私設網、及び例えば赤外線トランシーバ、無線トランシー
バ、ビジュアルトランシーバ、聴覚的トランシーバ、インターネットに接続できる技術を
使用する他のトランシーバのうちの１つ又は複数等の無線通信トランシーバを含む。
【０３１４】
　本明細書で使用するとき、「イベント」とは、資産の状態に物質的に影響を及ぼす１つ
又は複数の条件の変化を意味するものとする。イベントは、ローカルプロファイルのデー
タ値の変化を伴い得る（「トランザクションイベント」も参照されたい。
【０３１５】
　本明細書で使用するとき、「エネルギハーベスタ」とは、装置の周囲の及び又は外部の
エネルギを特定の用途に向けられ得る電気エネルギに変換する装置を意味するものとする
。周囲のエネルギを電気エネルギに変換するために使用され得る機能は、非限定的な例と
して、運動エネルギ、風力エネルギ、塩分勾配、電磁誘導、圧電、熱電気、焦電、音響、
光起電性、無線周波、光子ハーベスティング、熱ハーベスティング、振動ハーベスティン
グ、又は他の運動ハーベスティングを含み得る。
【０３１６】
　データに関連して本明細書において使用するとき、「フィールド」は、テーブル、品番
、ＵＰＣコード、ＳＫＵ＃、位置座標、座標系、２Ｄ、３Ｄ、センサの値、セキュリティ
レベル、パスワードの所要の長さ及び種類、秘密鍵のサイズ、鍵内の有効文字、鍵の対の
サイズに関するフィールド／属性一覧を表す。
【０３１７】
　本明細書で使用するとき、「固定された資産」とは、移動しないアンカポイントに付加
される資産を意味するものとする。
【０３１８】
　本明細書で使用するとき、「ジオフェンス」とは、空間領域に関連付けられた画定境界
を意味する。ジオフェンスは、物理空間を画定する２Ｄ（平面）又は３Ｄ（体積）座標の
多角形によって記述され得る。空間領域と同様に、ジオフェンスに関連付けられた物理空
間は固定されていても一時的でもよい。
【０３１９】
　本明細書で使用するとき、「ジオフェンスで囲まれる」とは、指定のＧＲＬ装置がジオ
フェンスの外周を突破するときにイベントが引き起こされるように構成されるＧＲＬ装置
又はＧＲＬシステムの状態を指す。
【０３２０】
　本明細書で使用するとき、「ジオフェンス」とは、現実世界の地理的領域の仮想的な外
周である。ジオフェンスは、ある点の位置の周りの半径範囲等、計算によって作成するこ
とができ、若しくは資産の移動を測定して座標点を記録することで作成することができ、
又は幾つか例を挙げると敷地境界線、学校のキャンパス又は近隣の境界のようなＳＨＰレ
イヤ等、サードパーティ情報源からの既定の境界の組であり得る。
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【０３２１】
　本明細書で使用するとき、「ＧＲＬ」はグローバルリソースロケータの略記を意味する
。
【０３２２】
　グローバルリソースロケーションとは、ＧＲＬ装置が付加されている資産の位置計算を
表すサービス提供である。
【０３２３】
　本明細書で使用するとき、ＧＲＬアンテナとは、少なくとも１つのためのトランスデュ
ーサとして機能することができる導電性媒体を意味し、又はａ）無線周波数（ＲＦ）電磁
場を交流電流に変換すること、及びｂ）交流電流を無線周波数に変換すること。受信モー
ドでは、アンテナはＲＦエネルギをインタセプトし、ＧＲＬ装置内の電子部品に電流を送
り届ける。伝送モードでは、アンテナはＧＲＬ装置のコンポーネントから得る電流に基づ
いてＲＦ電磁場を生成する。
【０３２４】
　本明細書で使用するとき、ＧＲＬ装置とは、厳密に自己位置特定し認証済みの位置デー
タを送るために、高精度の小型内蔵時間発生及びグローバルリソースロケータシステムコ
ンポーネントを利用する装置を指す（優先権書類を含む一部の関連文献ではＧＲＬ装置が
リソケータと呼ばれることもあり得る）。
【０３２５】
　本明細書で使用するとき、「ＧＲＬ装置の集合」又は「集合」とは、位置データ、品質
シール、センサデータ、及びローカルプロファイルデータのうちの１つ又は複数と共に少
なくともＵＵＩＤ等のＧＲＬ装置の識別子を互いに提供するために互いに論理通信するＧ
ＲＬ装置の組を意味する。
【０３２６】
　本明細書で使用するとき、「ＧＲＬ対応」又は「ＧＲＬＥ」とは、ＧＲＬ装置が取り付
けられた任意の資産を表し、意味する。概して、ＧＲＬ対応は、ある領域内で（ＧＲＬが
貯蔵庫内の全てのケース、パレット、及びカートンを使用可能にすること等）又は商品の
種類内で（サプライチェーンによって運ばれる多くの種類の資産を含み得るコンテナがＧ
ＲＬＥパレットであること等）追跡したり感知したりする価値があり又はそれが望ましい
可能性がある資産を記述するために使用され得る。
【０３２７】
　本明細書で使用するとき、「ＧＲＬＥ」は、ＧＲＬ装置と共に機能するように使用可能
にされている任意の資産を明確に記載するための接頭語を表す。ＧＲＬ対応資産、例はＧ
ＲＬＥドローン、ＧＲＬＥパレット、ＧＲＬＥスマートフォン、ＧＲＬＥ犬用首輪、ＧＲ
ＬＥスーツケース、ＧＲＬＥ兵器、及びＧＲＬＥパスポートを含む。
【０３２８】
　本明細書で使用するとき、ＧＲＬＥＡブロードキャスタは、データを伝送するＧＲＬＥ
Ａユニットである。
【０３２９】
　本明細書で使用するとき、「ＧＲＬ対応資産」又は「ＧＲＬＥＡ」とは、資産に取り付
けられているＧＲＬ装置及び又はＧＲＬサービスの機器及び機能を指す。
【０３３０】
　本明細書で使用するとき、「ＧＲＬスマートゲートウェイ」とは、ＤＣＮとの論理通信
をＧＲＬ装置が行うことを可能にする回路又は他の技術を意味するものとする。
【０３３１】
　本明細書で使用するとき、ＧＲＬ装置のスマートゲートウェイアプリケーションとは、
実行時にＤＣＮとＧＲＬ装置との間の論理通信を提供する実行コードを意味するものとす
る。論理通信は、デジタルデータ又はアナログデータの送信及び受信を含む。
【０３３２】
　本明細書で使用するとき、「ＧＲＬセンサ」とは、何らかの環境値を測定するＧＲＬ装
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置内に組み込まれる装置から来る場合があるデータを表し、それからＧＲＬ装置が取り付
けられるセンサデータを含むことができ、又は集合から来るセンサデータを含み得る。Ｇ
ＲＬセンサは、ＧＲＬ装置が取り付けられている資産から捕捉又は導出されるデータを送
る機構も含み得る。
【０３３３】
　本明細書で使用するとき、「ＧＲＬサービス」とは、ＧＲＬシステムによって実行され
る機能を指す。正確に自己位置特定できるＧＲＬ装置を利用することによって少なくとも
部分的に位置が明らかにされ得る位置決めシステム。位置決めシステムは、とりわけ、既
知の位置（ＧＰＳ座標）並びに無線周波数及び一意識別子情報を有する、基準点と呼ばれ
る無線伝送塔のデータベースを含む。加えて、ＧＲＬサービスはアプリケーションプログ
ラム及びデータベースを利用して１つ又は複数のＧＲＬ装置の位置並びに様々な領域及び
領域ステータス環境に関する情報を提供することができる。動作上、ＧＲＬサービスは、
ＧＲＬ装置自体内に記憶されている捕捉データ、計算済みデータ、ＧＲＬ装置との間の送
信データ又は受信データのうちの１つ又は複数によってＧＲＬ装置に関連付けられた情報
の１つ又は複数の組を含み得る。
【０３３４】
　本明細書で使用するとき、「ＧＲＬシステム」とは、グローバルリソースロケータサー
ビスを実装するために使用される機器及び機能を指す。
【０３３５】
　本明細書で使用するとき、「ハッシュ値」又は「ハッシュ」とは決定される値のマップ
である。様々な実装形態において、決定される値は固定値又は任意値であり得る。
【０３３６】
　本明細書で使用するとき、「ＩｏＴ　モノのインターネット」とは、自らの内部状態及
び外部環境の一方又は両方を感知して伝えるための埋込型技術を含む物理的資産のネット
ワークを意味する。
【０３３７】
　本明細書で使用するとき、「限定共有ブロードキャストモード」は、ＧＲＬ装置が自ら
の品質シールデータ値及び要求側の品質シールデータ値を使用することを意味する。
【０３３８】
　本明細書で使用するとき、「リスンモードとは、殆どの受信機の一般的使用法であり、
ＧＲＬ装置は同時にクワイエットモードにあることができ、それにより通常のシグナリン
グプロトコルに応答しない点で違いがある。
【０３３９】
　本明細書で使用するとき、「ローカルプロファイル」とは、単一のＧＲＬ装置及び又は
同種のＧＲＬ装置群に適用され得るデータ値の組を意味する。データ値の１つ又は複数が
ＳＳＤに追加され、ＳＳＤ内で変更され、又はＧＲＬ装置内に含まれるＳＳＤ１５３若し
くは記憶域１０８から削除され得る。
【０３４０】
　本明細書で使用するとき、「位置」とは、ＧＰＳ、Ｓｔａｔｅ　Ｐｌａｎｅ、物理的地
点を参照する多数の公開されている方法の何れか等、企業又は組織によって定められてい
る２Ｄ又は＃Ｄ座標の組によって表わされる地上、空中、又は地下の任意の場所を表す。
位置は、別の資産に対して測定され得るある精密度を有する位置の概算（下の棚や背後等
）を含むことができ、又は固定値（１メートル等）も含み得る。位置は、「貯蔵庫の左上
角」等、空間領域内の自らの基準位置を含み得る。
【０３４１】
　位置認識とは、自らの位置を特定できる任意のＧＲＬ装置を意味する。
【０３４２】
　本明細書で使用するとき、「ログ」とは、実行されている場合があるか、又はＧＲＬ装
置と通信する別の装置によってアクティブとして、オペレーティングシステム内で又はア
プリケーションによって生じるイベントの記録を表す。このログは、ＧＲＬ装置、１つ又
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は複数のＧＲＬ装置からのデータを集約する（４６１）ことができるコンピュータ、及び
物理的に移動するか又はＧＲＬ装置と通信し得る任意の資産上で捕捉され、計算され、処
理され、受信され、記憶される情報と共に、典型的には、ログファイル内に又はローカル
プロファイルデータ値の組内に記憶される。
【０３４３】
　本明細書で使用するとき、「長距離アンテナ」とは、数キロヘルツから数百メガヘルツ
の範囲内で概して見られる低周波でデータを数キロメートル伝送可能なアンテナを意味す
る。８８～１０７の一般的な消費者向けラジオのＦＭ帯は長距離アンテナを使用し、アン
テナ長は１メートルの範囲内である。一般的なアマチュア無線のオペレータは、長さが数
メートルから数十メートルあり得るアンテナを用いて更に低い４ＭＨｚ及び７ＭＨｚの周
波数帯内で作業する。
【０３４４】
　本明細書で使用するとき、「小型原子時計」又は「ＭＡＣ」とは、例えば、参照により
その内容を援用し利用する米国特許第８，２１７，７２４号明細書に記載されているよう
な小型コンポーネントを含む原子時計を指す。小型原子時計は、例えば、バッキーボール
又は周波数標準として電子遷移周波数を利用する他の技術を含むフラーレン技術に基づき
得る。電子遷移周波数は、例えば、マイクロ波、紫外線、赤外線、又は可視光スペクトル
波長を含み得る。
【０３４５】
　本明細書で使用するとき、「モード」とは、ＧＲＬ装置、スマートゲートウェイ、又は
スマートゲートウェイアプリケーション上でアプリケーションが取り得るコンピュータシ
ステムの状況又は状態の組を表す。本願で挙げたように１つ又は複数のアプリケーション
内で複数のモードを見つけることができ、本願に記載のモードの一覧は幾つかのあり得る
機能を例示することを目的とし、網羅的であることは意図しない。各モードは、ＧＲＬ装
置のローカルプロファイルに基づく、又は集合への参加に基づく様々な構成及び挙動を有
し得る。多くの場合、モードはＧＲＬ装置のローカルプロファイル内の１つ又は複数のデ
ータ値を表し得る。本願では論じていないが、マイクロコントローラ、コンピュータ、又
はメッシュネットワークの正常動作を表す様々なモードがある。本開示は、ＡＬＤＯＳＡ
及びＡＬＤＯＳＡＳ機能と共に確実に実施され得る新規のモードを提供する。（同化モー
ド、限定共有ブロードキャストモード、リスンモード、クワイエットモード、登録モード
、及びレスキューモードも参照されたい）
【０３４６】
　本明細書でグループに関連して使用するとき、「組織」とは、何らかの「要因」、機関
、軍、教会、同好会、協会、企業等によってまとめられる任意の人のグループを意味する
。
【０３４７】
　本明細書で使用するとき、「対資産」とは、車と鍵、ＴＶとリモコン、財布とスマート
フォン、スマートフォンと充電器、（靴、イアリング、手袋等の）対等、何らかの有用な
目的で自然に一緒に見つかり得る２つの資産を指す。
【０３４８】
　本明細書で使用するとき、「対集合」とは、対資産等の２つの別々のＧＲＬ装置の集合
になるように、その所有者によって同化されている任意の２つのＧＲＬＥ資産を表す。
【０３４９】
　本明細書で使用するとき、「Ｐｉｎｇされた」とは、通信するためにＧＲＬ装置に到達
しようとする通信装置の動作を表す。
【０３５０】
　本明細書で使用するとき、「ポップコーンドット」とは、自らの位置を知るか、自らの
位置を公開するか、又はその位置に関して検出される何らかの資産の、典型的には不変の
時間間隔によって隔てられる地図上の点の位置を表す。
【０３５１】



(56) JP 6646684 B2 2020.2.14

10

20

30

40

50

　本明細書で使用するとき、「流し込まれる材料」又は「流し込み可能な材料」とは、流
れ中に分配することができ、又はコンベアベルト上に流し込むことができ、若しくはある
容器から別の容器に重力によって送り届けることができる任意の種類の物理的材料（資産
）を指し、製品は液体又は同様の大きさ及び形状の固体で作られ得る。流し込まれる材料
は、一般にコンベア上に流し込まれるか又はコンベア上で運ばれる液体又は固体の一方又
は両方を含み得る。流し込まれる材料であり得る液体の例は、限定されないが、ガソリン
、牛乳、水、及び水溶液を含む。流し込まれる材料と見なされ得る材料は食品（トマト、
オレンジ、キュウリ、魚、アルコール飲料、牛乳、食品商品、工業材料、肥料、石炭、鉱
業材料等、及び加工済み材料を含む。
【０３５２】
　本明細書で使用するとき、「製品集合」とは、製品の配送に使用されるコンポーネント
に取り付けられており、販売された単一の製品に同化されているか若しくは同化される、
又は普通の人が通常であれば製品の配達と同一視するＳＫＵ、シリアル番号、若しくはバ
ーコードが与えられているか又は与えられる、ＧＲＬ装置の組の組合せを表す。
【０３５３】
　本明細書で使用するとき、「プロファイラ」又は「プロファイラデータベース」とは、
１つ又は複数のローカルプロファイルに関する様々なテーブル、フィールド、及びデータ
値を記憶し、追加し、変更し、削除するデータベース及び関連付けられたロジックを意味
する。プロファイラデータベースは、例えば、１つ又は複数の空間領域によって定められ
るＧＲＬ装置の近くにある他のＧＲＬ装置のローカルプロファイルデータ値、ＧＲＬ装置
が公開する他の任意のローカルプロファイルデータ値、又は他の関連データを含み得る。
一部の例では、プロファイラがデジタル通信ネットワーク上で提供され得る。
【０３５４】
　品質シール：品質シールは、送られているメタデータの品質表示を報告するために信頼
できるレベルをもたらすための、暗号技術に基づく公開された値のデータセットを表す。
品質シールに関連付けられ得るデータの例は、ＧＲＬ装置のＵＵＩＤ、固定された資産の
シリアル番号、ＧＲＬ装置及びその固定された資産の位置データを含み得るＧＲＬ装置の
データ値、ＧＲＬ装置のセンサデータ、ＧＲＬ装置が取り付けられた資産のセンサ又はＧ
ＲＬ装置によって中継される他のデータ、過去の位置データを有するＧＲＬ装置のログフ
ァイル、ＧＲＬ装置によって中継されたスマートゲートウェイアプリケーションによって
処理されるデータ、並びに登録が行われた空間領域の位置に関係する信頼チェーン情報等
を含む。
【０３５５】
　本明細書で使用するとき、クワイエットモードとは、品質シールメッセージを受信して
認証する場合にのみ応答し検出可能信号を伝送する、ＧＲＬ装置の機能を指す。
【０３５６】
　本明細書で使用するとき、「登録モード」とは、基準点からの信号の確認済みの三辺測
量である指定された位置内の一意のＵＵＩＤ及び秘密鍵のプロビジョニングを含むＧＲＬ
装置の作成を伴う。
【０３５７】
　本明細書で使用するとき、「要求側とは、ＧＲＬ装置に応答するように要求する命令の
組に対応する信号を送信している任意の技術を指す。
【０３５８】
　本明細書で使用するとき、「レスキューモード」とは、ＧＲＬ装置が所有者からの正規
のレスキューメッセージを復号して認証する場合、ＧＲＬ装置は要求に応答して自らのＵ
ＵＩＤ及び他のデータ値を送信する。
【０３５９】
　本明細書で使用するとき、「ＲＦ」とは無線周波数を意味する。
【０３６０】
　本明細書で使用するとき、「受信信号強度」とは受信信号の力の大きさの指標である。
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受信信号強度は、送信機の出力、送信機と受信機との間の障害物、送信機と受信機との間
の距離、並びに受信機のアンテナ及び増幅回路の質に基づき得る。受信信号強度は、位置
推定アルゴリズムに使用されてもよく、精度が広範に分散する傾向がある。
【０３６１】
　本明細書で使用するとき、「基準点」とは、三辺測量計算を可能にするためのデータを
与える送信機の地理的位置を意味する。本明細書で使用するとき、基準点とは、無線塔か
らのブロードキャスト信号の一部であるコード番号を意味し、指向性アンテナなしに送信
源が明らかにされ得る。
【０３６２】
　本明細書で使用するとき、「自らの位置を自己決定する」とは、自らの位置を明らかに
したＧＲＬ装置を指す。
【０３６３】
　本明細書で使用するとき、「自己位置特定」とは、既知の送信機（基準点）からの無線
信号をリスンし、三辺測量計算によってその位置を求めることで自らの位置を決定するＧ
ＲＬ装置の能力を意味する。ＧＲＬ装置は、受信信号強度等の追加データ及び位置決定の
ための他の良く知られている技法を使って位置決定プロセスを補足することもできる。
【０３６４】
　本明細書で使用するとき、「自己位置特定する」とは、三辺測量を用いた位置導出を行
うために内蔵タイミング装置を使用するための、及び一部の実装形態では、他のＧＲＬ装
置からの補足的位置データを追加的に使用するための機能を実行することを意味する。
【０３６５】
　本明細書で使用するとき、「センサ」とは、アナログ電気信号及びデジタル電気信号の
一方又は両方の観点から物理的特性を表す電子装置又は電気機械装置を指す。処理センサ
Ａセンサは、解釈される電子メールメッセージ等のイベント、又は（「音量を下げるか又
は停止する」）電子トランザクションへと別のシステムによって辞書的に変換された音声
コマンドの処理等のイベントを感知すること等、関係していた情報を含み得る（ＧＲＬ装
置のセンサ」、「センサデータ値」、「共用センサ」も参照されたい）。
【０３６６】
　本明細書で使用するとき、「共用センサ」とは、互いの間で伝えられる、ＧＲＬ装置の
センサ若しくはＧＲＬ装置が取り付けられた資産のセンサからのデータ、又はＧＲＬ装置
が取り付けられた資産のデータを共有する集合の能力を表す。
【０３６７】
　本明細書で使用するとき、「スリープモード」とは、装置が要求に応じて信号に応答し
得る、多くの埋込型システムの一般的なモードである。クワイエットモードは、ＡＬＤＯ
ＳＡからの品質シールデータに基づいて選択的に起動する機能を有するスリープモードで
ある。
【０３６８】
　本明細書で使用するとき、「スマートゲートウェイ」とは、ＤＣＮを介してデータを送
信及び受信するのに必要なプロトコルに従って動作することができる機構を意味する。ス
マートゲートウェイは、ローカル装置及びリモート装置と対話する様々な機能を提供する
ためにアプリケーションソフトウェアを実行できる点でも「スマート」である（優先権書
類を含む一部の関連文献では、スマートゲートウェイはＣＮＡＤ、即ち通信ネットワーク
アクセス装置と呼ばれる場合もある）。非限定的な例として、スマートゲートウェイはス
マートフォン、タブレット、Ｗｉ－Ｆｉルータ、ＧＲＬ装置、及びパーソナルコンピュー
タであり得る。
【０３６９】
　本明細書で使用するとき、「スマートゲートウェイモード」とは、ＧＲＬ装置及びＤＣ
Ｎとの通信セッションを開く要求に応答することを可能にする動作状態に置かれるＧＲＬ
装置を意味する。
【０３７０】
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　本明細書で使用するとき、「スマートゲートウェイアプリケーション」とは、ＧＲＬ装
置から別の資産へのデータ移動に関係する様々な文脈で記載した機能を提供できるロジッ
クを表す。
【０３７１】
　本明細書で使用するとき、「空間領域」とは、座標（固定座標はＧＰＳ、緯度／経度座
標及び高度によって表わされる地上の又は空中の固定位置を含み得る）又は相対座標（相
対座標は輸送車両上のパレット等の移動する空間領域を含み得る）の組を指す。固定座標
及び相対座標は、一意に名前を付けることができ、例えば（敷地境界線に見られるような
）円形領域又は（３Ｄ形状等の）球形領域等の囲まれた領域を形成する連続したベクトル
の組として定めることができ、又は建物内、箱内、若しくは貯蔵庫内等によって一般に知
られる。例えば、ある製品について、空間領域は、輸送容器、飛行機の貨物倉、港、トラ
ック２０２、有蓋車、店、箱２０４、倉庫の建物２０３、小売店の内部４４０、小売店の
棚４４２、小売店の売場４４３、小売店の貯蔵庫４４１、小売業者の棚４４１、保管庫４
５１、ロッカー４５２、食料貯蔵室、冷蔵庫、棚、及び人又はシステムによって名付けら
れ設計される、物理的な製品があり得る任意の領域を含み得る。
【０３７２】
　本明細書で使用するとき、「ステータス」とは、ＧＲＬ装置の物理的状態及び論理的状
態の一方又は両方を意味する。ステータスは、取り付けられている資産に関する詳細、及
びＧＲＬ装置のローカルプロファイル内に含まれるデータ値の一方又は両方を含み得る。
【０３７３】
　本明細書で使用するとき、「ステータス条件」とは、ＧＲＬ装置のステータスを変える
ことができるＧＲＬ装置にとって外部にある変動要素を意味する。
【０３７４】
　本明細書で使用するとき、「補足的位置データ」とは、マッピングされたＲＦ（即ち、
Ｗｉ－Ｆｉ）送信機からの信号強度等、ＧＲＬシステムの性能の改善を可能にするための
基準点からの追加データを意味するものとする。
【０３７５】
　データについて論じる場合に本明細書で使用するとき、「テーブル」とは、離散データ
値を含むフィールドの組を含むデータベーステーブルの共同使用を意味する。この中で、
テーブルはイベントによって作成され得る。
【０３７６】
　本明細書で使用するとき、「トランザクションイベント」とは、資産の状態に著しく影
響を及ぼす条件が、資産の管理権の変化を含むイベントを意味するものとする。
【０３７７】
　本明細書で使用するとき、「三辺測量」とは、球、円、及び／又は三角形の幾何学的形
状を用いた距離測定による点の絶対位置又は相対位置を明らかにするプロセスを指す。
【０３７８】
　本明細書で使用するとき、「三角測量」とは、点までの距離を直接測定する（三辺測量
）のではなく、ある固定基線の両端にある既知の点からある点までの角度を測定すること
によってその点の位置を明らかにするプロセスを含む。その点は、一辺及び２つの角が分
かっている三角形の第３の点として固定することができる。
【０３７９】
　本明細書で使用するとき、「仮想集合」とは、集合を形成するプロセスを完了するため
にＧＲＬ装置との直接の通信を有さない場合がある、１つ又は複数のＧＲＬ装置を集合に
同化させる行為を表す。例えば、ある会社は、新たな集合に入れられているとしてパレッ
ト内の全ての在庫にタグ付けし、その集合は集合のマスタによって更新される新たなデー
タ値の組を有し得る。このようにして、無線通信範囲内にない場合がある集合のマスタは
、更新済みのデータ値を求める要求にスレーブが準拠するための適切なデータ値の全てを
有し得る。このようにして、ローカルプロファイルデータ値の更新が認証済みの空間領域
内で完了したため、同化に対する抵抗はない。次いで、同化が行われ得る位置が仮想集合
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のマスタ及びスレーブの両方のための品質シール内に組み込まれ得る。
【０３８０】
　本明細書で使用するとき、「汎用固有識別子」、即ち「ＵＵＩＤ」とは、インターネッ
ト上の一部の物体又はエンティティを一意に識別するために使用される数を意味する。使
用される特定の機構にもよるが、ＵＵＩＤは異なることが保証され、又は少なくとも生成
される他の任意のＵＵＩＤと異なる可能性が極めて高い。好ましい実施形態では、ＵＵＩ
Ｄが１２８ビットの数を含む。
【０３８１】
　ユーザ：本明細書で使用するとき、任意のＧＲＬ装置又はＧＲＬＥＡと対話する人又は
知的システムを含む。ユーザは、アクティブユーザ、システムユーザ、及び（ユーザとし
ての）人のうちの１つ又は複数を含み得る。
【０３８２】
　ユーザグループ：本明細書で使用するとき、共通目的の取り組み、共通のメンバシップ
の取り組み、及び共通の感情を伴う取り組みのうちの少なくとも１つに関与する人の任意
の一覧を表す。
【０３８３】
　本明細書で使用するとき、「無線エネルギハーベスティング」とは、電池、コンデンサ
、又は電源との物理的接触を含まないコンジットによって電気エネルギ又は電磁エネルギ
を受信することを意味する。
【０３８４】
　本明細書で使用するとき、「無線エネルギレセプタ」とは、無線伝送による電気エネル
ギ及び電磁放射の一方又は両方の受信機として機能できる媒体を意味する。無線エネルギ
レセプタの例は、アンテナ、誘導コイル、及びワイヤを含む。
【実施例】
【０３８５】
　ＧＲＬ装置が、ＩｏＴ　モノのインターネットと一般に呼ばれる資産の種類の組に対し
、新種のＩＯＴ位置センサを追加する。これは、図１で教示されている残りの全ての所要
コンポーネントを有する既存のマザーボード又はＰＣＢプリント回路基板にＭＡＣを追加
することによって達成され得る。本願で定めるＧＲＬ装置の機能をＩｏＴ装置が有すると
、更なる認証済みの位置情報を提供するためのその価値及び有用性が大幅に高まる。
【０３８６】
　国境内の人を追跡する用途では、外国に入ると、外国での滞在中に自らのパスポートを
携帯するように外国人は要求され得る。パスポート、従って国境内に入ることを許可され
た外国人の非常に正確な且つ低電力の位置特定を行うために、ＧＲＬ装置がパスポートに
付加されてもよく、ＧＲＬ装置内に含まれる原子時計又は他の高精度のタイミング装置が
使用され得る。
【０３８７】
　加えて、第１のＧＲＬ装置が自らの位置を自己認識する能力は、第１のＧＲＬ装置の近
くに位置する他のＧＲＬ装置に第１のＧＲＬ装置が自らの位置を伝送することを可能にす
る。このようにして、互いに近くにある他のＧＲＬ装置を各ＧＲＬ装置に認識させ、記録
させることができる。このような位置認識は、外国の国境内での滞在中に何れの外国人が
他の外国人の近くにいるかを記録することを可能にする。同様に、保護領域内でセキュリ
ティバッジを着用する従業員は、保護領域内での他人に対する自らの位置及び近さを自己
認識する。
【０３８８】
　ＧＲＬ装置のセンサ内に高感度の気圧センサを組み込むと、相対的及び絶対的な高度情
報を資産の所有者に提供することができる。これは、資産の特定のフロア及び棚の位置を
明らかにし、データアグリゲータによる使用のために記録し得る多岐にわたる有用な応用
を可能にする。
【０３８９】
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　ＧＲＬ装置のもう１つの潜在的な使用法は、幾つかのＧＲＬ装置が新規の種類のメッシ
ュネットワークを形成できるようにすることであり、それにより集合のメンバはＡＬＤＯ
ＳＡ機能と通信し、協力する能力を有する。これは、集合の様々なメンバが互いの間で情
報を確実に共有することを可能にし、一部のＧＲＬ装置はインターネット等のデジタル通
信ネットワーク「ＤＣＮ」へのより優れた通信機能を有し得るのに対し、他のＧＲＬ装置
はセンサデータを共有し得る。本開示は、図４、５、６、９、１３、１７、２３、及び２
９の無数の潜在的応用例のうちの幾つかに関する教示を提供する。
【０３９０】
　集合の潜在的な使用法は、マスタであるようにデータ値が構成されるローカルプロファ
イルを有するＧＲＬ装置によって集合を自動で作成することを含み得る。例えば、ＧＲＬ
装置は、ローカルプロファイルデータ値内で定められる設定期間にわたり同じ空間領域内
にある幾つかの他のＧＲＬ装置があることをブロードキャストモードにある他のＧＲＬ装
置から認識し、その後、集合の作成を引き起こす別のＧＲＬ装置のアプリケーションを起
動することができる。これは、消費者、ビジネス、及び政府の応用において様々なユーザ
に利便性をもたらす。
【０３９１】
　ＧＲＬ装置の１つの潜在的な使用法は、流し込み可能な材料を追跡する能力を提供する
ことである。ＧＲＬ装置は、潜在的に危険な物質の容器、ポンプ、ホッパー、及びコンベ
アに取り付けることができ、それにより容器は自らの位置を自己決定することができ、移
動若しくは自らのステータスの変化、ジオフェンスの侵入、又はある位置からの容器の除
去を感知する場合、親機との通信によって自らの位置の変化を自動で伝送し始めることが
できる。この能力におけるＧＲＬ装置の更なる実装形態は、袋が盗難に遭っているかどう
か、又はあるべき場所にないかどうかに関する情報を伝送するために、一般的な肥料であ
る硝酸アンモニウムを含む袋等の容器にＧＲＬ装置を使ってタグ付けすることを含む。こ
れは、従って、誘拐事件速報システムと同様のアラームを活性化することができ、かかる
アラームは全ての送信機／受信機がその袋の電子探索を活性化することを可能にする。更
に、ＧＲＬ装置の通信機能及びエネルギハーベスティング機能を更に高めるために、長い
アンテナを袋に組み込むことができる。
【０３９２】
　加えて、ＧＲＬ装置はＧＲＬサービスを提供するためにも使用することができ、これは
、特定のサービスを提供するためにＧＲＬ位置決めシステム及び正確に自己位置特定でき
る少なくとも１つのＧＲＬ装置を使用することを指す。ＧＲＬシステムは、とりわけ、既
知の位置（ＧＰＳ座標）並びに無線周波数及び一意識別子情報を有する無線伝送塔（基準
点）のデータベースを含む。このシステムと連動し、ＧＲＬサービスはアプリケーション
プログラム及びデータベースを利用して１つ又は複数のＧＲＬ装置の位置並びに様々な空
間領域及びステータス環境に関する情報を提供することができる。動作上、ＧＲＬサービ
スは、ＧＲＬ装置自体内に記憶されている捕捉データ、計算済みデータ、ＧＲＬ装置との
間の受信データ又は送信データのうちの１つ又は複数によってＧＲＬ装置に関連付けられ
た情報の１つ又は複数の組を含み得る。方法は、ＧＲＬ装置及びその取り付けられた資産
又はＧＲＬ装置に関連付けられた法的主体の地理空間位置を追跡することを含む。本発明
者らの位置センサは、図１に示したプロセッサ及び他のコンポーネントと組み合わせて、
基準無線信号を三辺測量することによって自己位置特定できる超低電力且つ小型の原子時
計を使用することに基づく。更に、何れの塔が原子時計によって管理されているタイミン
グ信号を送出しているかを明らかにするために、グローバルリソースロケータサービスは
ＧＲＬ装置と対話し、伝送位置がＧＰＳ座標並びに基準点と共に正確に知られている既存
の無線通信塔（基準点）を最初に使用することができ、ＧＲＬ装置は基準点を補足する更
なる情報源から伝送を受信し得る。伝送の種類は、非限定的な例として、無線、可視光、
非可視光、可聴音、非可聴音、分子的な空気によって運ばれる分子の濃度、及び既知の又
は推定される位置を有する他の特性のうちの１つ又は複数を含み得る。三辺測量及び三角
測量のアルゴリズム及びプロセスを実行するために、自動化されたコントローラプログラ
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ムによって使用される伝送信号である。一部の三辺測量プロセスは、送信機の位置につい
ての内部データベース及び内蔵原子時計を参照し得る。
【０３９３】
　何れの塔が原子時計によって管理されているタイミング信号を送出しているかを明らか
にするために、グローバルリソースロケータサービスはＧＲＬ装置と対話し、伝送位置が
ＧＰＳ座標並びに基準点と共に正確に知られている既存の無線通信塔（基準点）を使用す
ることができ、ＧＲＬ装置は、更なる情報源から伝送を受信し得る。伝送の種類は、非限
定的な例として、無線、可視光、非可視光、可聴音、及び非可聴音のうちの１つ又は複数
を含み得る。三角測量のプロセスを実行するために、自動化されたコントローラによって
使用される伝送信号である。一部の三角測量プロセスは、送信機の位置についての内部デ
ータベース及び内蔵原子時計を参照し得る。
【０３９４】
　ＧＲＬ装置の別の使用法は、物理的資産及びそれらの資産内に含まれるか又はそれらの
資産にとってアクセス可能なデータを正確に位置特定し、識別し、追跡することを含む。
ＧＲＬ装置は、資産に固定して付加されているか又は資産内に挿入されているうちの一方
若しくは両方とすることができ、又は第２の資産に組み込まれるか若しくは付加され得る
。ＧＲＬ装置は、受信機及び三辺測量の機構を含むことができ、製品、有機体、農産物、
又は物流チェーンのコンポーネント内に含まれ得る。従って、安価な且つ低電力の「自己
位置特定」機能を「モノ」に追加できるようになる。本発明は、モノのインターネットに
あるモノの現行の定義と差別化を行うための資産に関する。インターネットは、資産を相
互運用するために必要なく、単純に本願で定めるほぼ全ての物理的資産と同程度に広範で
あり得る。
【０３９５】
　物理的資産及び資産内に含まれるデータを正確に位置特定し、識別し、追跡するために
、ＧＲＬ装置並びにサポートする方法及び機器が使用され得る。ＧＲＬ装置は、資産に固
定して付加されているか又は資産内に挿入されているうちの一方若しくは両方とすること
ができ、又は第２の資産に組み込まれるか若しくは付加され得る。ＧＲＬ装置は、受信機
及び三辺測量の機構を含むことができ、製品、有機体、農産物、又は物流チェーンのコン
ポーネント内に含まれ得る。
【０３９６】
　スマートゲートウェイアプリケーションを伴うトランザクションイベントの容易なプロ
ビジョニングを可能にする、自動的に図１４に示したような空間領域のプロビジョニング
である。
【０３９７】
　この技法は、商業的な応用例の役立ち得る（店での清算、農家売店／美術展等の臨時の
位置を伴って、及び食糧配給地点）。
【０３９８】
　更に、図示したのは点の組から外周を作成する１つの非常に簡単な技法であり、マッピ
ング及び３Ｄ視覚化システム業界のＰＨＯＳＩＴＡであれば、連続した面又は体積を作成
する多くの多角形作成方法を有する。
【０３９９】
　指定された空間領域内でのみ追加のローカルプロファイルデータ値を受信できるように
、ＧＲＬ装置の最初のローカルプロファイルが基準点及び空間領域の座標によって構成さ
れ得る。これは、限定されないが、認証済みの取り付けを含む幾つかの価値のあるプロセ
スを行うことを可能にし、認証済みの取り付けにより、資産に取り付けられているＧＲＬ
装置は、その資産が実際に本物であること、及びＧＲＬ装置がその資産に関して提供し得
る情報が信頼できることを資産の所有者又はユーザに保証することができる。ＧＲＬ装置
のＵＵＩＤに基づく通し番号が振られた資産に関するローカルプロファイルに対する認証
済みの修正は、ＧＲＬ装置からＧＲＬ装置上に記憶されているデータ及びロジックの一方
又は両方へのアクセスを要求している任意の要求側にスマートゲートウェイアプリケーシ
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ョンが認証済みのデータ値を送る能力を提供し得る。
【０４００】
　ＧＲＬ装置のもう１つの使用法は、位置データ及び認証と共に信頼レベルを提供する品
質シールと共にそのＡＬＤＯＳＡ機能を使用することである。これらの信頼レベルは、三
辺測量、受信信号強度、並びに（固定された（塔）及び可動装置（例えば、通りかかる近
くのスマートフォン、その推測航法から自らの厳密な位置をスマートゲートウェイが公開
している倉庫内のロボット、マスタが公開しているより優れた位置データの組を同化によ
って導出した集合）等の（それぞれ独自の品質シールを有する）基準点によって与えられ
る位置データに基づき得る。
【０４０１】
　最終的な成果は、品質シールが時間上の精度（現時点では（ＧＰＳ、Ｓｔａｔｅ　Ｐｌ
ａｎｅ、他の座標マッピングシステム内で）＋／－自らがそこにいた秒、分、時間、日を
含み得ることであり、この信頼区間で自らの精度が＋／－１ｍｍ、１ｍ、１０ｍ、１００
ｍ、１ｋｍであったこと、又は自らがこの空間領域内にいたこと、若しくは空間領域の外
周のＸメートルの範囲内にいたことである。
【０４０２】
　原子時計レベルの正確な三辺測量計算による高度な位置決定は、最終的な資産の位置を
そのハッシュ化されたＵＵＩＤ／公開鍵から得させる屋内及び屋外の精度をもたらし得る
。
【０４０３】
　ＧＲＬ装置上に記憶されるデータは、信頼チェーンに関連付けられた認証レベル並びに
ＧＲＬ装置が意図的に取り付けられた資産の種類を含み得る。かかるデータは、ＧＲＬ装
置がいつ資産に取り付けられたかも含み得る。どのように取り付けられたか、及び取り付
けたのは誰であるかということである。加えて、ＧＲＬ装置が「リセット」される場合、
ＧＲＬ装置はＧＲＬ装置をリセットしたスマートゲートウェイアプリケーションの記録、
並びにリセットの時間記録、スマートゲートウェイアプリケーションがどのように実行さ
れたか、及びリセットの実行時間を記憶することができる。
【０４０４】
　品質シールは、認証局と共に任意のトランザクションを受信側が認証することを可能に
する信頼チェーン情報を含む。
【０４０５】
　アプリケーション上のリセットを開始したとき、ユーザによるトランザクションの作成
に適用されるバイオメトリクデータの種類である。リセットは、金曜日に挿入するために
現在取り掛かっている自らの「クリーンアップ」モードの１つである。それはより低価格
のＧＲＬ装置に適用され、医療市場に向かうＧＲＬ装置に対して市場での採用には利便性
が極めて重要である。
【０４０６】
　加えて、製造業者及び販売者の仮想集合が、製薬業者等のある当事者によって作成され
てもよく、次いで、販売者（そこでパレット内に入れられる）に送られた薬剤のカートン
を密封し、インターネット接続を有する農村地域の看護師はＡＬＤＯＳＡが実際に本物で
あると容易に判定することができる。その看護師は、薬剤のケースが集合のあるメンバに
よって製造され、その後、集合の別のメンバによってパレット内に箱詰めされた位置が、
実際にカートンパッケージング及びパレットコンテナ内に組み込まれるＧＲＬ装置によっ
て明らかにされる既知の空間領域の組にあったことを知り、三辺測量計算は認証済みの基
準点の組にアクセスすることによって完了された。
【０４０７】
　上記の例は、様々な製造業者、販売者、小売業者、及び消費者（個人、ビジネス、及び
政府）が、定められた空間領域内のＧＲＬ装置の元のＵＵＩＤの作成プロセスを管理した
認証局等の独立組織によって検証される品質シールの様々なレベルと共に、製品の製造場
所及び製造時間を信頼するための価値及び有用性がある方法を示した。
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【０４０８】
　加えて、ＧＲＬ装置はＡＬＤＯＳＡを様々な受取人に与えるため、資産の所有者による
決定は、ＧＲＬ装置のＵＵＩＤ及びＧＲＬ装置が取り付けられた資産のシリアル番号に関
係するため、非常に高レベルのデータ値を同時に提供しながら、プライバシ又はセキュリ
ティ上の理由から、自らが提供する位置データをその品質シール内の下位レベルの組に限
定することができる。
【０４０９】
　加えて、ＧＲＬ装置は、多様で機密性が非常に高く危険を伴う資産を安価なＧＲＬラベ
ルを使って世界的に追跡するために、軍に関連して使用することもできる。中レベル及び
低レベルの資産を追跡することにより、セキュリティ、運用効率、及び配送費を全て飛躍
的に改善することができる。これは、配送を向上させるために一部の軍用品がチップスケ
ール原子時計を現在利用していることによって証明される。軍需品は地上で最も保護され
た資産の一部を表す。ＧＲＬ装置により、格納庫及び倉庫内で保管される資産の位置を直
ちに特定することができる。追加的に、混沌とした状況内を移動するとき、それらの資産
の管理及びモニタリングは最重要の関心事である。１つの共通のプラットフォームで食料
から小火器まで多くの異なる種類の資産を追跡するための広範なＧＲＬ装置及びＧＲＬラ
ベルは、補給部隊員及び全ての物流スタッフがはるかに効率的な平時運用を策定すること
を可能にする。軍に焦点を当てたＧＲＬ装置のもう１つの使用法は、基本的な部隊の貯蔵
品がたどられ、必要に応じて回復され得ることを含む。更にＧＲＬ装置は、ＧＰＳが動作
不能にされている不利な環境内で資産の追跡及び位置特定を改善する更なる機会を提供す
るためにも使用され得る。
【０４１０】
　ＧＲＬ装置の更に別の使用法は、セキュリティＩＤバッジ内にＧＲＬ装置を埋め込むこ
とを含み、かかる形態はセキュリティを改善するために施設内の従業員、訪問者、及び相
談役を追跡しモニタすることを可能にする。この技術は、生産技術者が移動パターンを解
析できるようにすること、ジオフェンスによって定められる制限区域に従業員が立ち入る
のを防ぐこと、従業員情報のデータベースが守衛詰所等の特定の領域内でのみ開かれるこ
とを許可すること等、様々なサービスを提供する。これは、ユーザ名及びパスワードに加
え、適切な場合に新たなセキュリティ測定基準を追加する。
【０４１１】
　ＧＲＬ装置の別の使用法は、屋内及び屋外の校庭内の生徒を追跡することを含む。これ
は、校庭上にあるときに識別バッジ若しくは識別装置内のＧＲＬ装置を活性化することに
より、且つ／又は指定された空間領域を資産が離れるときにＧＲＬ装置を活性化すること
により実現され得る。加えてＧＲＬ装置は、資産の使用を検出することによって盗難を最
低限に抑えるのを促進することができる。製品（資産）のラベル内のＧＲＬ装置を使用可
能にすることにより、承認なしに資産をジオフェンスから移動させることによる盗難の場
合の通知を可能にする。
【０４１２】
　他の使用法に加えて、ＧＲＬ装置は、紛失を防ぐために現場の建設資材の位置を追跡す
るためにも使用することができる。
【０４１３】
　一部の実装形態では、認証済みのコマンドが再び受信され、確認のプライバシスリープ
信号が受信されるまで走査が再開され得る。かかる態様は、ＤＣＮの範囲内にあるときに
そのログを公開することによって盗難品が追跡されることを可能にする場合があり、この
点に関して、消費者が適切な警察組織に活性化を要求し得る標準のプライバシ設定に追加
され得る標準の「オーバライド」コマンドがあってもよい。
【０４１４】
　加えて、ＧＲＬ装置は、データ値のログが屋内から屋外に連続する領域内の過去の移動
点の組を定めることにより、空間領域を作成し、ジオフェンスを定めるためにも使用され
得る。



(64) JP 6646684 B2 2020.2.14

10

20

30

40

50

【０４１５】
　ＧＲＬ装置の別の使用法は、位置を追跡することによって資産の所有権移転及び配送状
況を記録するためにジオフェンスアプリケーションを使用することを含む。これらの装置
により、倉庫、輸送トラック、荷積み区域内等のジオフェンスを資産が移動するときにそ
の資産のステータスを更新することができる。加えて環境上の露出も記録することができ
、それらは一緒になってこのプロセスに関与する全当事者の作業を改善する。
【０４１６】
　ＧＲＬ装置の別の使用法は、清算プロセスを加速することである。製品内のＧＲＬ装置
は、カート内に入れられる空間的移動を登録し、買物客のスマートフォンアプリケーショ
ンに情報を伝送することができる。カートが小売業者の空間領域を離れると、それがＧＲ
Ｌ装置によって認識され、それによりスマートフォンアプリケーションによる支払取引が
活性化される。
【０４１７】
　ＧＲＬ装置の別の使用法は、資産の厳密な位置及び使用量を追跡することを含み、その
情報は当事者に折り返し報告され得る。例えば、瓶の何れかの箇所にＧＲＬ装置を埋め込
むことにより、薬剤の位置及び使用量を追跡することができる。
【０４１８】
　ＧＲＬ装置の別の応用例は薬剤の投与を含む。患者のアームバンド、注射器、看護師、
及び／又は投与薬剤を有する容器上にＧＲＬ装置を組み込むことにより、投与薬剤の適切
な分配をモニタすることができる。更に、投薬量が患者に正しく投与されていることを確
実にするために、プロセス内の他の器具に対して適切な近さにある場合にのみプロセス内
で特定の器具を活性化するようにＧＲＬ装置を予め設定することにより、投与薬剤を適切
に投与することを確実にすることができる。
【０４１９】
　本発明の別の便利な実施形態は、短距離及び長距離トラック輸送会社並びに地域の運送
会社が、ＧＲＬ装置を利用することによって自社の取引相手との作業並びに顧客サービス
を改善することを可能にする。ＧＰＳはこの業界で毎年何十億ドルも節約しているが、そ
れでもこの業界はＲＦＩＤタグ及び他の追跡技術を完全には実装できていない。広く一般
に採用されるのを制限することに幾つかの要因がこれまで寄与してきた。本発明は、その
小さいサイズ、低電力、及びオープンソースコードによって加速された開発によってＡＬ
ＤＯＳＡ機能の採用を加速するのを促進し、それは市場の多くの障害を解決する。本開示
は、追跡にＧＰＳを使用する何百万台ものトラックが、ＧＲＬ対応パレット、カートン、
ケース、個々の製品、及びその付属品をそれらが様々なグローバルサプライチェーンを移
動するときにどのように費用効率良く追跡できるようになるかを示す。
【０４２０】
　ＧＲＬシステムの予期される別の使用法は、ドローン配送の利点を改善することによっ
て配送サービスを改善することを含む。ＧＲＬシステムを使用することは、ドローンが荷
物を配送できるようにすることによるかなりの省エネを可能にするだけでなく、配送の正
確な時間及び位置の記録と共に荷物が正しい位置に配送されたという確信を与える。現在
の燃料を動力源とする配送車両と比較し、ドローンによる配送システムは著しい省エネ及
び価値をもたらす。
【０４２１】
　オンライン購入が幅広く受け入れられていることは、小売位置で引き取られるのではな
く配送される個々の荷物の劇的な増加を招いた。数トンの車両を使うのではなく軽量アイ
テムをＵＡＶ又はドローンによって配送することの劇的な省エネ及び費用削減を所与とし
、安全且つ追跡可能なセキュリティを提供しながら資産（製品）をその屋内の宛先に直接
且つ正確に配送する新たな方法が役立つようになるのは不可避である。
【０４２２】
　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｐａｒｃｅｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅは、１０２，０００台を超える自動車を
展開していると主張している一方、Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｅｘｐｒｅｓｓは４９，０００台超
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を更に展開している。これらの車両のそれぞれは燃料を消費するだけでなく、交通量及び
交通遅延を増やし、それは、従って道路上の他の車両に更なる燃料を要求する。ＵＰＳは
、アイドル時間を短縮することによって１年間に１５０万ガロンの燃料を「節約」してい
ると主張している。ＵＰＳは、アイドル時間中にどの程度の燃料が使用されるか、又は自
社の配送車両がどの程度の「アイドル時間」を他の車両に与えるかについての推定値は提
供していない。同様に、ＵＰＳはより効率的な配送ルートを使って更に１２１０万ガロン
の燃料を節約していると主張している。これは１つの運送会社に過ぎない。
【０４２３】
　本発明は、従来の自動車による配送を使用する現在使われているいかなるシステムより
も荷物の位置をより正確に追跡することによる、及び無人機（ＵＡＶ）によって多くの荷
物を高精度で配送することによる、高精度且つ高効率の配送を可能にするシステムを提供
する。
【０４２４】
　本発明の一部の例示的実装形態は、所有者の機密性を保護しながら、ある期間にわたる
その厳密な位置更にはその使用を追跡し、様々な当事者にその情報を報告する価値のある
種類の資産を含む。この事例では資産は、ＧＲＬ装置がラベル内に埋め込まれた状態で印
刷され、さもなければボトルに固定して付加される丸薬のボトルのラベルである。ＧＲＬ
装置は予め埋め込まれてもよく、又は接着剤で付加され得る。別のＧＲＬ装置がプラスチ
ックに埋め込まれ、又は固定して付加された状態でボトルキャップが製造され得る。薬剤
師によって処方薬が満たされると、適切な使用のタイミングをＧＲＬ装置に関連付け又は
ＧＲＬ装置内に符号化することができ、それと同時に丸薬のボトル、キャップ、及び満た
された処方薬を物理的に所有する人のローカルプロファイルが、丸薬のボトルが適切な時
間枠のうちで物理的に動かされていない場合に自動的に警告する役割を果たし得るアプリ
ケーションを活性化し得る。例えば、指示された投薬スケジュールを守ることが、関連付
けられた医薬品の容器の動き、及び／又は処方された患者の近くにある間の医薬品の容器
の動きによって追跡され得る。
【０４２５】
　家族が資格情報を共有することを可能にするようにアプリケーションを構成することが
でき、そのため、処方薬を受け取る家族は、次の処方薬を飲む制限時間を超過する場合に
通知を受ける家族である必要がない。この例では、ＧＲＬ装置がＭＥＭＳ加速度計を含む
ことができ、加速度計は医薬品の容器の動きを登録し追跡するために使用され得る。関連
付けられたプロセッサが、医薬品の容器の追跡された動きを解析し、その動きが投与薬剤
を容器から取り出すことに応じたものであるか、容器の単純な動きであるかを判定し得る
。医薬品を取り出すことに応じたものであると動きが判定される場合、警告時間のクロッ
クがリセットされ得る。同じアプリケーションがデータアグリゲータによって電子カルテ
を更新するためのリンクを提供することができ、かかる形態は製薬会社の代わりに試験を
行う任意のＣＲＯ臨床研究組織にとって特に価値があり得る。
【０４２６】
　別の態様では、ＧＲＬ装置が埋め込まれたラベルを有するパッケージングを含む材料を
有する建設作業現場が、全ての資産が物理的に位置する場所を即座に且つ絶えず更新する
ことを可能にし得る。建設関連の資産がクエリ（例えば、木製パネルの水分含量等を要求
するクエリ等）に応答し、データレポータによって確立されるシステム上のレポートを実
行することによって建設管理者、監査役、融資責任者、又は他の当事者に対して必須の材
料位置及び材料状態データを提供する様々な方法がある。
【０４２７】
　更に他の態様は、学校区の選択に関係し得る。本発明は校庭上で活性化され得るＩＤバ
ッジ及び他の識別装置（資産）を使用可能にし、それにより、指定された空間領域を資産
が離れるときに警告が開始される状態で生徒の位置をリアルタイムで追跡することができ
る。加えて、運動検出器が人間の動きを生徒及び教師の識別装置に関連付けることができ
る。かかる実施形態では、適切な識別情報がないことは校庭に部外者がいることを意味し
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得る。同様に、指定された時間枠において生徒が指定された領域内（即ち、指定された教
室内）にいない場合、ＧＲＬ装置対応装置はフォローアップすべき位置にいる生徒を示し
得る。
【０４２８】
　空間領域及びジオフェンスの例は、棚、キャビネット、フェンスで囲まれた領域、過去
の移動点の組によって定められる領域、トンネル、エレベータ、洞窟、倉庫、仮設小屋、
（車、ボート、飛行機等の乗物の）キャビン、トラックタクシー、階段吹抜け、公園、栽
培農園、港、池、川、及び小川を含み得る。
【０４２９】
　本明細書で開示した本発明は非常に広範な応用性を有する。ここでは、ＧＲＬ装置を取
り付けることで恩恵を受け得る資産の例の非限定的な一覧の一部のみを要約する。一部の
実装形態では、資産は、スマートフォン、注射器、薬瓶とその蓋、車、テレビ、セーター
、スープ缶、１箱のトマト等、個々の製品又はその容器等の極めて多彩な物を含み得る。
一部の態様では、資産は、従業員、ペット、タグ付けされた野生生物、研究室の動物標本
等の生物を含み得る。一部の実装形態では、資産は、船、トラック、パレット、コンテナ
、ストラップ、又は倉庫、貯蔵庫、収納庫、食料貯蔵室内のフォークリフト等の物流要素
を含み得る。資産は任意の種類のものとすることができ、一般に自宅資産：テレビ、コン
ピュータ、家具、芸術品、ステレオシステム、芝生用のガーデン家具、装飾品、絨毯、照
明、ビリヤード台、パーソナルコンピュータ、ゲーム機、家屋の建造物、セキュリティシ
ステム、鍵、パスコード／識別システム、ネットワーキング機器、レクリエーション用車
両等の製品と考えられ得る。個人資産　服、宝石、ファッションアクセサリ、腕時計、ス
マートフォン、ウェアラブル、鍵、札入れ、財布、バックパック、スーツケース、靴、ブ
ーツ等。レストランの資産：調理器具、机、椅子、バーテン用の道具、予約注文管理シス
テム、在庫管理システム、美術館の資産：絵画、工芸品、照明器具、セキュリティ監視装
置。不動産の建造物及びその付属設備。技術資産：携帯電話、カメラ、ウェアラブル、実
験室の設備及び物資、工業計器、ＵＡＶ、及びドローン。様々な品物：テキストブック、
レゴセット、デザイナーハンドバッグ、クリスマスツリー、キャンプ用品、ソーラーパネ
ル。パーティーの物資（メガネ、椅子、机、ステレオ、テント）。スポーツ及びフィット
ネス器具：ウェイト、トレーニング機械、スポーツのボール、ゴルフクラブ、テニスラケ
ット、乗用鞍、野球のバット、ヘルメット等。
【０４３０】
　そのケア、管理、及び調整が一般的に頻繁に変わる非限定的な資産の組の例は、限定さ
れないが、レンタカー、レンタルトラック、レンタルトレーラ、レンタルボート、建設機
器、掘削機器、職人の工具、タキシード及び夜会服、ホテルの部屋、共用マンションを含
む。特別な日の衣類：タキシード、夜会服、ウェディングドレス、劇場及びダンスの衣装
、ハロウィーンの衣装、有名デザイナーの服。宿泊施設：ホテルの部屋、大学の寮、アパ
ート、家屋、ホステルの部屋、他人の宿泊施設に泊まること（例えば、Ａｉｒｂｎｂ）。
動物：鶏、家畜。
【０４３１】
　集合の一部の非限定的な例は、１）病院内の流体バッグ、点滴制御装置、及び患者、２
）消費者家電資産、その発送箱、及びその付属品、３）ロープ、ハンドパウダーバッグ、
及びカラビナ、４）チェーンソー、チェーン調節工具、及びチェーンオイル、５）クレー
ン、エキステンダ、摘み棒、及びバレルスコップ、６）Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈを有するスマ
ートフォンとＢｌｕｅｔｏｏｔｈによって対にされる装置、７）車の鍵及び車、８）スマ
ートフォン及びメガネを含み得る。場合により集合が製品キット又はパッケージと呼ばれ
ることがあり、その例は、限定されないが、手術キット、製品とその付属品、工具箱、修
理用キット、据付キットを含む。集合は、集合のマスタによって合意されたデータ値に基
づく規則の組を有し得る。
【０４３２】
　概して、データ値はそれぞれの資産ごとに様々な時点において修正、追加、変更又は削
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除され得る。データ値は、例えば、製品、バージョン、サブシステム、サブシステムの設
定、ライセンシ、ライセンサ、物理的位置、位置の種類、地方政府の要件、企業所有者の
ポリシごとに、近くにいる人ごとに、安全規制、警備活動、政府機関、家族の好み、時間
、環境変数、及び上記のものの組合せ等のうちの１つ又は複数によって等、基準又はグル
ープ単位で実現することもできる。
【０４３３】
　自己位置特定するためのＧＲＬ装置の機能により、ＧＲＬ装置のローカルプロファイル
内のデータ値は自らの移動履歴に関する情報を含み得る。この種の時系列イベント情報が
ログファイル内に記憶される。多くの良く知られているログ形式がある。ＮＣＳＡ共通ロ
グ形式、ＮＣＳＡ拡張ログ形式、Ｗ３Ｃ拡張形式、Ｓｕｎ　Ｏｎｅ　Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｅ
ｒ、ＩＢＭ　Ｔｉｖｏｌｉ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍａｎａｇｅｒ、ＦＴＰログ、及びユーザに
よって定められる情報を有するカスタムログファイル形式である。ログの例は、自己決定
される位置のＧＲＬ装置の認証の記録を含む認証ログ、イベントログはイベントとして定
められる既定の条件が満たされる事例の記録を含み、位置ログはＧＲＬ装置が自己決定し
た位置の記録を含む。
【０４３４】
　ＧＲＬ装置はセンサを含むことができ、又はその取り付けられた資産がセンサを有する
ことができ、その後、ＧＲＬ装置と通信することができる他のシステムにアクセスし得る
。センサの非限定的な例は、音響、加速度、気圧、バイオセンサ、化学、変位、流量、力
、ガス、湿度、レベル、変位、近さ、バイオセンサ、画像、圧力、速度、磁気質量、湿気
、歪ゲージ、温度、傾き、粘性に関する物理的特性を測定する装置を含む。
【０４３５】
　同じ考えを有する人が協力する自然にできた有縁性を表すために、本明細書の全体を通
してグループの非限定的な例を使用した。これらのグループは、ＧＲＬＥＡを含む様々な
資産を様々な時点において共有することを望む可能性が高く、資産を使用可能にする行為
はグループのメンバによって共有され享受され得る有用性及び価値をもたらす。ユーザグ
ループの非限定的な例は、ＬｉｎｋｅｄＩｎグループ、Ｆａｃｅｂｏｏｋグループ、Ｔｗ
ｉｔｔｅｒフィードメンバ等のソーシャルメディアグループ、ユーズネットリスト、協会
のメンバ、バイヤーズクラブ、アパートの住人を含む。ユーザグループは、自らが所属す
る任意の組織内の自らのメンバシップによって自然に調整され得る。ユーザグループは、
幾つか例を挙げると消防士、法医学研究所、健康診査官、資産査定者、健康診査官、教師
、研究部門、マーケティングチーム、プログラム開発チーム等、政府機関若しくは官庁、
営利企業若しくは非営利企業、又は任意の作業グループ若しくは部門の従業員であり得る
。ユーザグループは、グループ化された資産の組であり得る。自らの資産を共有し、自ら
のＧＲＬ対応資産の集合を作成することを望むのはグループにとって自然である。
【０４３６】
　識別子の非限定的な例は、限定されないが、バイオメトリク：ＤＮＡ、合致する耳の認
識（視覚的バイオメトリク、耳の形状を用いて個人を識別することである。目－虹彩認識
、網膜認識、顔認識、指紋認識、指／手の形状認識、歩行／歩き方、嗅覚バイオメトリク
、署名認識、タイピング認識、静脈認識、声等を含む。
【０４３７】
　ステータスの非限定的な例は、法的なステータス：警察、軍、自宅所有者、共同住宅の
所有者等の管轄区域下にあること等、ＧＲＬ装置及びＧＲＬ装置が取り付けられる資産の
様々な条件及び状態を含み得る。所有権のステータス：不明、抵当に入っている／損傷を
受けている。動作上のステータス　オン／オフ、稼働中／機能していない、区域内、区域
外。本明細書で使用するとき、ステータスは非位置ベースの領域を指し、ローカルプロフ
ァイルデータ値のステータスは所要の品質シールのレベルに基づく。
【０４３８】
結論
　本開示の幾つかの実施形態について説明してきた。本明細書は多くの具体的な実装の詳
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細を含むが、いかなる開示の範囲又は特許請求の範囲に記載され得る内容の範囲に対する
限定としても解釈すべきではなく、むしろ本開示の特定の実施形態に固有の特徴の説明と
して解釈すべきである。Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ等の文献の参照は、出願日の時点で存在する
内容から参照されると考えられる。
【０４３９】
　別々の実施形態に関連して本明細書で記載した特定の特徴は、単一の実施形態において
組合せで実装することもできる。逆に、単一の実施形態に関連して記載した様々な特徴は
、複数の実施形態で別々に又は任意の適切なサブコンビネーションで組み合わせて実装す
ることもできる。更に上記では特定の組合せで機能するものとして特徴を説明した可能性
があるが、最初にそのように特許請求される場合でも、特許請求される組合せの１つ又は
複数の特徴が、場合によりその組合せから除外されてもよく、特許請求される組合せは、
サブコンビネーション又はサブコンビネーションの改変形態を対象とし得る。
【０４４０】
　同様に、図面で動作を特定の順序で示したが、それは所望の結果を実現するためにかか
る動作を図示の特定の順序で又は順次的な順序で実行すること、又は図示の全ての動作を
実行することを要求するものとして理解すべきでない。ある特定の状況では、マルチタス
キング及び並列処理が有利であり得る。
【０４４１】
　更に、上記で説明した実施形態で様々なシステムコンポーネントが分離されていること
は、全ての実施形態においてかかる分離を必要とするものとして理解すべきではなく、記
載したプログラムコンポーネント及びシステムは、概して単一のソフトウェア製品にまと
められ、又は複数のソフトウェア製品へとパッケージ化され得ると理解すべきである。
【０４４２】
　最後に、機能する製品及びサービス提供へと本発明を展開することは、限定されないが
、原子時計、量子物理学、ＭＡＣの製造、ＭＥＭＳ及びＣＭＯＳの設計及び製造、トラン
シーバ及びアンテナの設計、ソフトウェア開発、埋込型システムの開発、製品のパッケー
ジング、リレーショナルデータベースの設計、ネットワークセキュリティ、暗号法、ＲＦ
ＩＤシステム、ロジスティックス、製品のパッケージング、及びユーザインタフェースの
設計を含む複数の業界の複数の当業者（ＰＨＯＳＩＴＡ）が関与することを含み得る。
【０４４３】
　このように主題の特定の実施形態について説明してきた。他の実施形態も添付の特許請
求の範囲に含まれる。一部の事例では、特許請求の範囲で列挙するアクションを別の順序
で実行し、それでもなお所望の結果を実現することができる。加えて、添付図面で示した
プロセスは、所望の結果を実現するために必ずしも示された特定の順序又は順次的な順序
を必要としない。特定の実装形態では、マルチタスキング及び並列処理が有利であり得る
。それでもなお、特許請求の範囲に記載の本開示の趣旨及び範囲から逸脱することなく様
々な修正形態がなされ得ることが理解されるであろう。
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