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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれの所定のロケーションから動作する複数のロケーションアンカー送受信機及び
複数の強化型ロケーションアンカー送受信機が設けられた領域に対して実施される方法で
あって、前記強化型ロケーションアンカー送受信機のうちの少なくとも１つはそれぞれの
ガス検出器を含み、前記方法は、
　前記領域内の携帯型送受信機が、前記複数のロケーションアンカー送受信機及び前記複
数の強化型ロケーションアンカー送受信機のうちの少なくとも２つからの信号の信号パラ
メーターを検出し測定するステップであって、前記携帯型送受信機はガス検出器を含む、
ステップと、
　前記携帯型送受信機のガス検出器及び前記少なくとも１つの強化型ロケーションアンカ
ー送受信機のガス検出器が、ガス濃度を測定してロケーションマネージャーモジュールに
報告するステップと、
　前記ロケーションマネージャーモジュールのロケーションエンジンが、前記携帯型送受
信機の信号測定値並びに前記複数のロケーションアンカー送受信機及び前記複数の強化型
ロケーションアンカー送受信機のそれぞれの所定ロケーションに基づいて、前記携帯型送
受信機の推定ロケーションを計算するステップと、
　前記複数の強化型ロケーションアンカー送受信機のうちの少なくとも１つが、前記複数
のロケーションアンカー送受信機及び他の強化型ロケーションアンカー送受信機のうちの
少なくとも２つからの信号の信号パラメーターを検出し測定するステップと、
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　前記ロケーションエンジンが、前記強化型ロケーションアンカー送受信機のうちの前記
少なくとも１つの信号測定値並びに前記複数のロケーションアンカー送受信機及び前記複
数の強化型ロケーションアンカー送受信機のそれぞれの所定のロケーションに基づいて、
前記複数の強化型ロケーションアンカー送受信機のうちの前記少なくとも１つの推定ロケ
ーションを計算するステップと、
　前記強化型ロケーションアンカー送受信機の前記推定ロケーション及び前記所定のロケ
ーションに基づいて、前記携帯型送受信機についてのロケーション誤差及び前記複数の強
化型ロケーションアンカー送受信機のうちの前記少なくとも１つの各々についてのロケー
ション誤差を計算するステップと、
　前記ロケーションマネージャーモジュールのディスプレイが、前記複数の強化型ロケー
ションアンカー送受信機のうちの少なくとも１つについての指定されたロケーション、前
記携帯型送受信機の推定ロケーション、前記領域にわたるガス濃度プロファイル及び前記
携帯型送受信機のロケーション誤差を含む、前記領域の地図を描画するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記携帯型送受信機及び前記複数の強化型ロケーションアンカー送受信機のうちの少な
くとも１つが、前記複数の強化型ロケーションアンカー送受信機及び前記複数のロケーシ
ョンアンカー送受信機のうちの、プローブ要求を検出したいずれかのロケーションアンカ
ー送受信機及び強化型ロケーションアンカー送受信機に応答を要求する該プローブ要求を
送信するステップを更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記携帯型送受信機のうちの少なくとも１つ及び少なくとも１つの強化型ロケーション
アンカー送受信機が、前記測定された信号パラメーターを受信信号強度指標として定義す
るステップを更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記携帯型送受信機の前記推定ロケーションの推定誤差をユーザに対して表示するステ
ップであって、前記携帯型送受信機の前記推定ロケーションの前記推定誤差は、前記携帯
型送受信機の前記推定ロケーションに最も近い前記複数の強化型ロケーションアンカー送
受信機のうちの少なくとも１つの前記計算されたロケーション誤差に基づいて決定される
、ステップを更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記携帯型送受信機の前記計算されたロケーションの前記推定誤差を表示するステップ
は、前記携帯型送受信機の前記推定ロケーションの周囲に境界枠を設けるステップを更に
含み、前記境界枠の辺の長さは、前記携帯型送受信機に最も近い前記複数の強化型ロケー
ションアンカー送受信機のうちの少なくとも１つの前記計算されたロケーション誤差の関
数である請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数の強化型ロケーションアンカー送受信機の前記計算されたロケーション誤差の
うちの１つが、閾値を越えたことを検出すると、警告を生成するステップを更に含む請求
項１に記載の方法。
【請求項７】
　無線装置のロケーションを報告するシステムであって、
　各々がそれぞれのガス検出器を含む少なくとも１つの携帯型装置を含む、複数の無線装
置であって、前記複数の無線装置はまた、複数の静止装置を含み、前記複数の静止装置の
うちの少なくとも１つはガス検出器を含み、前記複数の静止装置は、それぞれの所定のロ
ケーションから動作し、ガス検出器を含む前記少なくとも１つの携帯型装置及び前記少な
くとも１つの静止装置はガス濃度を測定してロケーションマネージャーモジュールに報告
する、複数の無線装置と、
　前記複数の静止装置のうちの少なくとも２つの各々の信号パラメーターを無線で測定し
、少なくとも該測定された信号パラメーターを含む情報を無線で通信する、前記少なくと
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も１つの携帯型装置の少なくとも１つの無線送受信機と、
　前記複数の静止装置のうちの少なくとも２つの他の静止装置の信号パラメーターをそれ
ぞれ無線で測定し、少なくとも該測定された信号パラメーターを含む情報をそれぞれ無線
で通信する、前記少なくとも１つの静止装置の少なくとも１つの無線送受信機と、
　前記少なくとも１つの携帯型装置の各々の前記無線送受信機及び前記少なくとも１つの
静止装置の前記無線送受信機と無線で通信して、前記測定された信号パラメーターを含む
前記情報を受信する、前記複数の静止装置の少なくとも１つの送受信機と、
　前記少なくとも１つの静止装置の前記所定のロケーション及び前記無線送受信機により
測定された前記信号パラメーターに基づいて、前記少なくとも１つの静止装置の各々の推
定ロケーションを計算する、前記ロケーションマネージャーモジュールの少なくとも１つ
のロケーションエンジンであって、前記推定ロケーション及び前記それぞれの所定のロケ
ーションに基づいて、前記少なくとも１つの静止装置についてのロケーション誤差を更に
計算し、前記少なくとも１つの携帯型装置の前記無線送受信機により測定される前記信号
パラメーターを更に受信し、前記所定のロケーション及び前記少なくとも１つの携帯型装
置により測定された前記信号パラメーターに基づいて、前記少なくとも１つの携帯型装置
の各々の推定ロケーションを計算する、少なくとも１つのロケーションエンジンと
を備え、
　前記ロケーションマネージャーモジュールは、所定の領域にわたる前記報告されたガス
濃度と前記所定の領域内に示される前記少なくとも１つの携帯型装置の前記推定ロケーシ
ョンに基づいて、ガス濃度プロファイルを収集し、ログ記録し、表示するシステム。
【請求項８】
　前記複数の無線装置の前記測定された信号パラメーターは、受信信号強度指標を更に含
む請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記複数の無線装置の前記測定された信号パラメーターは、飛行時間を更に含む請求項
７に記載のシステム。
【請求項１０】
　それぞれの所定のロケーションからそれぞれ動作する、領域内の複数のロケーションア
ンカー送受信機と、
　異なるそれぞれの所定のロケーションからそれぞれ動作する前記領域内の複数の強化型
ロケーションアンカー送受信機であって、前記複数のロケーションアンカー送受信機及び
他の強化型ロケーションアンカー送受信機のうちの少なくとも２つからの信号の信号パラ
メーターをそれぞれ測定する、複数の強化型ロケーションアンカー送受信機であって、前
記複数の強化型ロケーションアンカー送受信機のうちの少なくとも１つは、ガス濃度を測
定してロケーションマネージャーモジュールに報告するそれぞれのガス検出器を含む、複
数の強化型ロケーションアンカー送受信機と、
　前記複数の強化型ロケーションアンカー送受信機のうちの少なくとも１つからの前記測
定された信号パラメーターを、前記強化型ロケーションアンカー送受信機の識別子及び前
記測定された信号パラメーターのそれぞれの送信元の識別子とともに受信する、前記ロケ
ーションマネージャーモジュールのロケーションエンジンであって、
　　前記ロケーションエンジンは、前記測定された信号パラメーターから、前記複数の強
化型ロケーションアンカー送受信機のうちの少なくとも１つの推定ロケーションを更に計
算し、前記強化型ロケーションアンカー送受信機の前記推定ロケーション及び前記所定の
ロケーションに基づいて、前記複数の強化型ロケーションアンカー送受信機のうちの少な
くとも１つのロケーション誤差を計算する、ロケーションエンジンと、
　ガス濃度を検出して報告し、前記複数のロケーションアンカー送受信機及び前記複数の
強化型ロケーションアンカー送受信機のうちの少なくとも２つから、信号の信号パラメー
ターを検出して測定する、前記領域内の携帯型送受信機であって、前記ロケーションエン
ジンは、前記携帯型送受信機の前記信号パラメーター並びに前記強化型ロケーションアン
カー送受信機及び前記ロケーションアンカー送受信機の前記所定のロケーションに基づい
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て、前記携帯型送受信機のロケーションを求める、携帯型送受信機と、
　前記複数の強化型ロケーションアンカー送受信機のうちの少なくとも１つについての指
定されたロケーション、前記携帯型送受信機の推定ロケーション、前記報告されたガス濃
度に基づく前記領域にわたるガス濃度プロファイル及び前記携帯型送受信機のロケーショ
ン誤差を含む前記領域の地図を描画する、前記ロケーションマネージャーモジュールのデ
ィスプレイと
を備えるシステム。
【請求項１１】
　前記携帯型送受信機により及び前記強化型ロケーションアンカー送受信機のうちの少な
くとも１つにより送信されるプローブ要求を更に備え、該プローブ要求は、前記複数の強
化型ロケーションアンカー送受信機及び前記複数のロケーションアンカー送受信機のうち
の、前記プローブ要求を検出した任意のロケーションアンカー送受信機及び強化型ロケー
ションアンカー送受信機からの応答を要求する請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記測定された信号パラメーターは、受信信号強度指標を更に含む請求項１０に記載の
システム。
【請求項１３】
　前記携帯型送受信機の前記計算されたロケーションの推定誤差をユーザに対して表示す
るディスプレイを更に備え、前記携帯型送受信機の前記計算されたロケーションの前記推
定誤差は、前記携帯型送受信機の前記推定ロケーションに最も近い前記複数の強化型ロケ
ーションアンカー送受信機のうちの少なくとも１つについての前記計算されたロケーショ
ン誤差に基づいて決定される請求項１０に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]本発明の分野は、感知装置に関し、より詳細には携帯型ガス検出器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]多くの環境において、危険な状況になる前に、潜在的に有害なガスの蓄積を検出
することが望ましい。例えば、工場は、工場全体にわたって分散したガスセンサーを含む
ガス検出システムを配備することができる。そのようなシステムは、ガスセンサーから信
号を受信する１つ又は複数の中央ステーションも含むことができる。例えば、ガス検出器
のうちの１つが、過剰量の有害ガスを検出する場合、アラーム状態が中央ステーションに
おいて引き起こされる。そのようなガス検出システムは更に、工場内での潜在的に危険な
結果を防ぐための措置を講じることができるように、オペレーターに警告することができ
る。
【０００３】
　[0003]そのようなシステムは、工場内の産業機器近くに配置される場合等、固定ロケー
ション（位置）では効率的であるが、これらの種類のシステムは、持ち運び可能でもない
し、変化する状況に適合可能でもない。加えて、そのような従来のガス検出システムは、
通常、事象（イベント）のロケーションを含むガス検出事象に関する情報及びロケーショ
ンベースのガス検出履歴情報への高速集中アクセスを提供しない。また、従来のシステム
が集中アクセスを提供しない場合、ガス検出器を中央ステーションに接続するために、高
価な配線が必要である。
【０００４】
　[0004]従来技術によるいくつかのガス検出システムでは、個人用ベルト装着装置を、特
定のロケーション内のガス濃度の検出に利用することができる。そのようなガス検出器は
、時間に応じてガス濃度の状態に関する情報を提供することができる。しかし、中央ステ
ーションのオペレーターは、ロケーション情報にアクセスできず、時間に応じたガス濃度
情報は、装置の日毎のログをパーソナルコンピューターに転送することができる、はるか
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に後の時間まで利用可能でない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　[0005]上記に基づいて、改良されたロケーションベースの無線ガス検出システム及び方
法が必要とされている。本明細書において更に詳細に説明するように、有害ガス事象に関
連付けられたロケーション情報を、時間情報とともに無線で検出することも必要とされて
いる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】[0006]本発明の例示される実施形態による、概略的に示される環境感知システム
のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　[0007]図１は、本発明の例示される実施形態による、概略的に示されるガス検出システ
ム２５０を示す。ガス検出システム２５０内には、いくつかの携帯型ガス検出器（送受信
機）２５６を含めることができる。ガス検出システム２５０内には、ロケーションマネー
ジャー（位置管理）モジュール２５２に接続されたいくつかのロケーションアンカー送受
信機（location anchor transceiver）２７６、２７８も含まれる。
【０００８】
　[0008]全てのロケーションアンカー送受信機２７６、２７８をロケーションマネージャ
ーモジュール２５２に接続することができるわけではないことに留意することができる。
ロケーションアンカー送受信機２７６、２７８のうちのいくつかは、場所の特定（locati
on）目的でプローブ応答を提供するためだけに使用することができ、ロケーションマネー
ジャーモジュール２５２への情報の中継には使用されない。
【０００９】
　[0009]ロケーションマネージャーモジュール２５２に接続されたロケーションアンカー
送受信機２７６、２７８は、携帯型ガス検出器２５６からガス読み取り値及びロケーショ
ン情報を無線で受信することができる。ロケーションアンカー送受信機は、この情報をロ
ケーションマネージャーに転送することができる。ロケーションマネージャーモジュール
２５２は、この情報を使用して、主に、人間である中央オペレーターにガス検出事象の発
生及びロケーションを通知する。ロケーションマネージャーモジュール２５２は、ガス読
み取り値及びロケーション情報を使用して、所定のエリア９０４にわたるガス濃度プロフ
ァイルを作成することもできる。
【００１０】
　[0010]エリア９０４内には、いくつかの強化型ロケーションアンカー送受信機（enhanc
ed location anchor transceiver）９００、９０２も配置される。強化型ロケーションア
ンカー送受信機９００、９０２は、ロケーションアンカー送受信機２７６、２７８と一緒
に動作して、主に、携帯型ガス検出器２５６の位置推定の精度を監視する。強化型ロケー
ションアンカー送受信機９００、９０２は、ロケーションアンカー送受信機２７６、２７
８と一緒に動作して、携帯型ガス検出器２５６により行われた測定を介してロケーション
情報を提供することもでき、ロケーション情報は、ロケーションマネージャーに送信され
て、携帯型ガス検出器２５６の位置の推定に役立つ。
【００１１】
　[0011]ガス検出器２５６、ロケーションアンカー送受信機２７６、２７８、及び強化型
ロケーションアンカー送受信機９００、９０２は、適切な無線フォーマット（例えば、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１）の下で情報を無線で交換するように動作する。ロケーションアンカ
ー送受信機２７６、２７８のうちの少なくともいくつかは、ガス検出器２５６及び強化型
ロケーションアンカー送受信機９００、９０２の無線アクセスポイントとして動作するこ
とができる。
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【００１２】
　[0012]ロケーションアンカー検出器２７６、２７８及び強化型ロケーションアンカー検
出器９００、９０２は、エリア９０４内の既知のロケーションに配置される。ロケーショ
ンマネージャーモジュール２５２は、ロケーションアンカー検出器２７６、２７８及び強
化型ロケーションアンカー検出器９００、９０２の既知のロケーションを、ガス検出器２
５６により提供されるロケーション情報と組み合わせて使用して、携帯型ガス検出器２５
６のロケーションを推定する。ロケーションマネージャーは、携帯型装置の推定されたロ
ケーションを収集し、ログ記録し、表示することにより動作することもできる。
【００１３】
　[0013]携帯型ガス検出器２５６は、エリア９０４の周囲を移動する人員が装着すること
ができる。携帯型ガス検出器２５６を装着した人が、エリア９０４内のロケーションを移
動する際に、ガス検出器２５６は、それらのロケーションでのガス濃度を定期的に測定す
ることができる。ガス検出器２５６は、ガス測定値をロケーション情報と組み合わせて測
定パケットにし、アクセスポイント機能をサポートするロケーションアンカー送受信機２
７６、２７８を通じて、そのパケットをロケーションマネージャーモジュール２５２に無
線で送信することができる。
【００１４】
　[0014]ガス検出器２５６により収集されたロケーション情報は、ロケーションアンカー
送受信機２７６、２７８及び強化型ロケーションアンカー送受信機９００、９０２により
送信され、ガス検出器２５６により測定される（又はプローブ応答（例えば、ＭＡＣアド
レス）から導出される）信号のパラメーターとすることができる。ロケーション情報を収
集し、ガス測定値をロケーションマネージャーモジュール２５２に送信するために、ガス
検出器２５６は、ロケーションアンカー送受信機２７６、２７８及び強化型ロケーション
アンカー送受信機９００、９０２からの応答を求める際の最初のステップとして、まず、
プローブ要求を送信することができる。
【００１５】
　[0015]携帯型ガス検出器２５６からのプローブ要求を検出する任意のロケーションアン
カー送受信機２７６、２７８及び強化型ロケーションアンカー送受信機９００、９０２は
、プローブ応答を送信することができる。携帯型ガス検出器２５６は、プローブ応答を送
信する任意のロケーションアンカー送受信機２７６、２７８及び強化型ロケーションアン
カー送受信機９００、９０２から受信されるプローブ応答の信号パラメーターを測定する
。
【００１６】
　[0016]携帯型ガス検出器２５６により測定される信号パラメーターは、距離の任意の適
した指標（例えば、受信信号強度指標（received signal strenght indicator、ＲＳＳＩ
）、飛行時間等）とすることができる。測定された信号パラメーターに基づいて、携帯型
ガス検出器２５６は、ロケーションアンカー送受信機２７６、２７８のうちの１つを、デ
ータを関連付け送信するアクセスポイントとして選択する。携帯型ガス検出器２５６は、
プローブ応答の最良の測定された信号パラメーター（例えば、ＲＳＳＩが使用される場合
には最大の相対ＲＳＳＩ、飛行時間が使用される場合には最短の相対飛行時間等）を有す
るロケーションアンカー送受信機２７６、２７８を選択することができる。
【００１７】
　[0017]ロケーションアンカー送受信機２７６、２７８が選択されると、携帯型ガス検出
器２５６は、選択されたアクセスポイント２７６、２７８を通じてロケーションマネージ
ャーモジュール２５２に送信するためのパケットを作成する。この場合、作成されるパケ
ットは、少なくとも３つの部分を含む。第１の部分及び第２の部分は、携帯型ガス検出器
のシステム識別子及びガス測定値を含む。第３の部分は、プローブ応答を提供した任意の
ロケーションアンカー送受信機２７６、２７８及び強化型ロケーションアンカー送受信機
９００、９０２の測定された信号パラメーター及びシステム識別子を含む。
【００１８】
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　[0018]パケットが作成され、アクセスポイントが選択されると、携帯型ガス検出器２５
６は、パケットを選択されたアクセスポイント２７６、２７８に送信する。そして、選択
されたアクセスポイントは、送信されたパケットをロケーションマネージャーモジュール
２５２に転送する。
【００１９】
　[0019]パケットを受信すると、ロケーションマネージャーモジュール２５２は、パケッ
トのガス測定値を保存し、携帯型ガス検出器２５６のロケーションを求めるように試みる
。携帯型ガス検出器２５６のロケーションを求めるために、ロケーションマネージャーモ
ジュール２５２は、信号パラメーター測定値をロケーションエンジン２６８に転送する。
【００２０】
　[0020]ロケーションエンジン２６８は、信号測定値に基づいてガス検出器２５６のロケ
ーションを推定する。信号測定値がＲＳＳＩに基づく場合、推定の基礎となる仮定は、信
号が距離に比例して減衰するというものである。送信信号の振幅及びガス検出器２５６に
より測定される振幅を知ることにより、ロケーションエンジンは、ガス検出器２５６から
ロケーションアンカー送受信機２７６、２７８のそれぞれ及び各強化型ロケーションアン
カー送受信機９００、９０２までの距離を計算することができる。携帯型ガス検出器２５
６からロケーションアンカー送受信機２７６、２７８及び強化型ロケーションアンカー送
受信機９００、９０２のそれぞれまでの距離を知ることにより、ロケーションアンカー送
受信機２７６、２７８及び強化型ロケーションアンカー送受信機９００、９０２のそれぞ
れからガス検出器２５６までの距離の交点を求めることで、ロケーションエンジン２６８
は、ガス検出器２５６の位置を三角測量する。
【００２１】
　[0021]信号測定が飛行距離に基づく場合も、同様のプロセスが使用される。この場合、
ロケーションエンジン２６８は、ガス検出器２５６からロケーションアンカー送受信機２
７６、２７８及び強化型ロケーションアンカー送受信機９００、９０２のそれぞれまでの
距離を求め、同じように三角測量する。
【００２２】
　[0022]強化型ロケーションアンカー送受信機９００、９０２のうちの少なくともいくつ
かは、ガス検出器９０６、９０８も含むことができる。強化型ロケーションアンカー送受
信機９００、９０２のうちのいくつかは、ガス濃度検出器を含むため、強化型ロケーショ
ンアンカー送受信機９００、９０２も、局所的なガス濃度を定期的に測定し、測定された
局所的なガス濃度をロケーションマネージャーモジュール２５２に報告することができる
。
【００２３】
　[0023]この点に関して、ガス検出器を有する強化型ロケーションアンカー送受信機９０
０、９０２は、携帯型ガス検出器２５６と同様に動作することができる。強化型ロケーシ
ョンアンカー送受信機９００、９０２がガス検出器を含まない場合、強化型ロケーション
アンカー送受信機９００、９０２は、送信にガス測定値を含まないことを除き、携帯型ガ
ス検出器２５６と同様に動作する。いずれの場合でも、ロケーション情報をロケーション
マネージャーモジュール２５２に送信するために、強化型ロケーションアンカー送受信機
のそれぞれ（例えば、強化型ロケーションアンカー９００）がまず、プローブ要求を送信
することができる。
【００２４】
　[0024]同様にして、プローブ要求を受信する他の任意の強化型ロケーションアンカー送
受信機（例えば、強化型ロケーションアンカー送受信機９０２）及びロケーションアンカ
ー２７６、２７８は、送信ユニット２７６、２７８、９０２の装置識別子を含むプローブ
応答を送信することにより応答することになる。強化型ロケーションアンカー９０２は、
プローブ応答を受信し、強化型ロケーションアンカー送受信機９０２及びロケーションア
ンカー送受信機２７６、２７８のそれぞれからのプローブ応答の信号パラメーターを測定
する。強化型ロケーションアンカー送受信機９００は、ガス検出器２５６と同じようにガ
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ス測定値を送信することができる。
【００２５】
　[0025]この点に関して、強化型ロケーションアンカー９０２は、ロケーションアンカー
２７６、２７８を、ロケーションマネージャーモジュール２５２にパケットを送信するた
めのアクセスポイントとして選択する。次に、強化型ロケーションアンカー送受信機９０
２は、強化型ロケーションアンカー送受信機９０２及びロケーションアンカー送受信機２
７６、２７８のそれぞれのガス濃度測定値及び測定された信号パラメーターを含むガス測
定パケットを作成する。強化型ロケーションアンカー９００は、次に、選択されたアクセ
スポイント２７６、２７８を通じてガス測定パケットをロケーションマネージャーモジュ
ール２５２に送信する。
【００２６】
　[0026]ロケーションマネージャーモジュール２５２は、強化型ロケーションアンカー送
受信機９００からガス測定パケットを受信し、ガス測定値をデータベースに保存する。ロ
ケーションマネージャーモジュール２５２はまた、応答する強化型ロケーションアンカー
送受信機９０２及びロケーションアンカー送受信機２７６、２７８のそれぞれの測定され
た信号パラメーター（及びシステム識別子）をロケーションエンジン２６８に送信する。
【００２７】
　[0027]測定された信号パラメーターを受信すると、ロケーションエンジン２６８は、強
化型ロケーションアンカー送受信機９００の推定ロケーションを計算する。ロケーション
エンジン２６８は、次に、強化型ロケーションアンカー送受信機９００の推定ロケーショ
ンを強化型ロケーションアンカー送受信機９００の既知のロケーションと比較して、ロケ
ーション誤差測定値又は値を得る。
【００２８】
　[0028]ロケーション誤差測定値又は値を或る時間期間にわたって監視して、ロケーショ
ン精度の漸次的又は急激な悪化を検出することができる。悪化が或る閾値を超えると、人
間であるシステムオペレーターに通知し、かつ／又は事象を記録することができる。
【００２９】
　[0029]このガス測定プロセス及び報告プロセスは、強化型ロケーションアンカー送受信
機９００、９０２のそれぞれにより実行することができる。実行する際、ロケーションエ
ンジン２６８は、強化型ロケーションアンカー送受信機９００、９０２のそれぞれのロケ
ーション誤差測定値を得る。ロケーションマネージャーによる精度変更の検出は、或る特
定のエリア内の悪化誤差グループを検出し、悪化が発生しているエリアの人間であるオペ
レーターに通知することを含むこともできる。
【００３０】
　[0030]ロケーション誤差測定は、携帯型ガス検出器２５６の推定ロケーションを補正す
るための補正係数として使用することができる。例えば、携帯型ガス検出器２５６が、強
化型ロケーションアンカー送受信機（例えば、強化型ロケーションアンカー送受信機９０
０）の信号パラメーター測定値と同じ値を有するロケーションアンカー送受信機（例えば
、ロケーションアンカー送受信機２７６）の信号パラメーター測定値を提供すべき場合、
ロケーションエンジン２６８は、ロケーションアンカー送受信機２７６から、強化型ロケ
ーションアンカー送受信機９００と同じ距離にガス検出器２５６を配置する補正係数をガ
ス検出器の推定ロケーションに課すことができる（ロケーション誤差測定値の調整を含む
）。また、ロケーションエンジンは、いくつかの近隣の強化型ロケーションアンカー送受
信機のロケーション誤差を考慮して、携帯型ガス検出器装置のロケーション推定値を調整
することができる。最近傍の強化型ロケーションアンカーの誤差が、推定値に対して最も
大きな影響をもたらし得る。測定されたパラメーターが大きいか、それとも小さいかに基
づいて、他の補正係数を適用することができる。
【００３１】
　[0031]ロケーション誤差はまた、ロケーション誤差閾値と比較することができる。この
場合、ロケーション誤差が閾値を超える場合、システム２５０のユーザに対して、システ
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構造物の構築等の環境の変化又は強化型ロケーションアンカー送受信機９００、９０２若
しくはロケーションアンカー送受信機２７６、２７８のうちの１つ若しくは複数の信号劣
化によるものとすることができる。
【００３２】
　[0032]ロケーションマネージャーモジュール２５２には、エリア９０４の地図９１２を
示すディスプレイ９１０を設けることができる。地図には、ロケーションアンカー送受信
機２７６、２７８、強化型ロケーションアンカー送受信機９００、９０２、及び携帯型ガ
ス検出器２５６のそれぞれの指定されたロケーションを含むことができる。
【００３３】
　[0033]ディスプレイ９１０上において、携帯型ガス検出器２５６のロケーション９１４
の周囲に、携帯型ガス検出器２５６の推定ロケーション誤差を示す境界枠９１６を示すこ
とができる。例えば、ガス検出器送受信機２５６の推定ロケーションに最も近い強化型ロ
ケーションアンカー送受信機９００、９０２のロケーション誤差が、１０フィート（３．
０５ｍ）の誤差を示す場合、少なくとも１０フィート（３．０５ｍ）の長さの辺を有する
境界枠９１６を携帯型ガス検出器２５６の周囲に示すことができる。誤差は、ｘ成分及び
ｙ成分を含むベクトルであるため、辺の長さが少なくとも対応するｘ量及びｙ量である境
界枠９１６を有することも可能である。しかし、考慮すべきでありかつ枠９１６がより大
きいことを示唆する場合がある他の誤差源が存在する場合があるため、境界枠９１６は、
厳密に誤差測定のサイズでない場合がある。さらに、矩形ではなく、エリアの形状及びサ
イズが誤差ベクトルに比例することができる、推定ロケーションを囲むエリアとして誤差
を示すことができる。
【００３４】
　[0034]環境監視システムの特定の実施形態について、本発明を実施し使用する様式を示
すために説明した。本発明及びその様々な態様の他の変形及び修正の実施が、当業者には
明らかであること、並びに本発明が説明される特定の実施形態により限定されないことを
理解されたい。したがって、本発明、並びに本出願で開示され特許請求される基礎となる
基本原理の趣旨及び範囲内にあるありとあらゆる修正、変形、又は均等物を網羅すること
が意図される。
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