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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】移動局において、携帯電話ネットワークと衛星
ポジショニングシステム(ＳＰＳ)との組み合わせで、ポ
ジション決定及び他の操作のための方法及び装置を提供
する。
【解決手段】移動局はポジション決定のため複数の無線
ネットワークからの無線信号を使用する。時間及び／又
は周波数情報を取得する。さらに、無線アクセスポイン
トについての統計データ、すなわち、携帯電話基地局、
無線ローカルエリアネットワークアクセスポイント、ポ
ジショニング信号用の中継器、或いは他の無線通信送信
機などから、信号を受信した移動局のロケーションを採
取するために、又ロケーション情報、すなわち、無線ア
クセスポイントのポジション及びサービスエリアを収集
された統計データから無線ネットワーク用に取り出すた
めに、移動局は使用される。
【選択図】図４



(2) JP 2011-19252 A 2011.1.27

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局を操作する方法であって、
　前記移動局で、第一無線ネットワークの、双方向通信をサポートする、第一無線アクセ
スポイントから伝送された第一信号を受け取り、
　前記第一信号を使用して範囲測定を決定し、
　前記移動局と、前記第一無線ネットワークとは異なる第二無線ネットワークの第二無線
アクセスポイントと、の間で第二信号を伝達授受し、
　前記第二無線ネットワークの前記第二無線アクセスポイントを介して前記移動局のポジ
ションを決定するために、前記移動局とサーバとの間で通信する、
　ことを含む方法。
【請求項２】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方を使用して前記移動局のローカル
オシレータを調整する、
　ことを更に含む前記請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方において、搬送周波数信号に固定
する、
　ことを更に含む前記請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方における搬送周波数信号と、前記
移動局の前記ローカルオシレータの周波数と、の間のオフセットを決定する、
　ことを更に含む前記請求項２記載の方法。
【請求項５】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方から正確な時間情報を取得する、
　ことを更に含む前記請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方に含まれるタイミングマーカーを
決定する、
　ことを更に含む前記請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方からシステム時間を決定する、
　ことを更に含む前記請求項５記載の方法。
【請求項８】
　前記第二無線アクセスポイントは、無線ローカルエリアネットワークの標準規格に従い
、前記移動局と通信する、前記請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記第一無線アクセスポイントは、無線携帯電話通信システムの基地局を備える、前記
請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　１以上の衛星ポジショニングシステム（ＳＰＳ）衛星からの信号から１以上の疑似範囲
測定を決定し、
　前記第一信号を使用する前記範囲測定から、又、前記１以上のＳＰＳ衛星からの信号か
らの前記１以上の疑似範囲測定から、前記移動局のポジションを決定する、
　ことを更に含む前記請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記サーバは、前記１以上の疑似範囲測定及び前記範囲測定を受け取り、前記移動局の
ポジションを決定する、前記請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　前記サーバは、前記第二無線アクセスポイントを介し、ロケーション支援データを前記
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移動局に供給する、前記請求項１０記載の方法。
【請求項１３】
　前記移動局は前記移動局のポジションを決定し、前記ロケーション支援データは、（ａ
）ＳＰＳ衛星用の推定ドップラー効果、又は（ｂ）前記移動局の推定ポジションを考慮し
てのＳＰＳ衛星リスト、又は（ｃ）衛星アルマナック情報、又は（ｄ）前記移動局の推定
ポジション、又は（ｅ）前記第一無線アクセスポイントのポジション、の少なくとも一つ
を備える、前記請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記移動局は、前記第一無線アクセスポイントと通信することの権限を前記第一無線ネ
ットワークのオペレータによって与えられておらず、前記第二無線アクセスポイントと通
信することの権限を前記第二無線ネットワークのオペレータによって与えられている、前
記請求項１記載の方法。
【請求項１５】
　前記第一無線アクセスポイントは第一携帯電話基地局であり、前記第二無線アクセスポ
イントは第二携帯電話基地局である前記請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記範囲測定は、前記移動局の前記ポジションの決定に使用される、前記請求項１記載
の方法。
【請求項１７】
　前記第一無線アクセスポイントと前記第二無線アクセスポイントの両方は、権限を与え
られた移動局との双方向通信をサポートすることが出来る、前記請求項１記載の方法。
【請求項１８】
　前記第一無線アクセスポイントと前記第二無線アクセスポイントの各々は、
　ａ）ＴＤＭＡ（時分割多元接続）、
　ｂ）ＧＳＭ（汎欧州デジタル移動電話方式）、
　ｃ）ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）、
　ｄ）Ｗ－ＣＤＭＡ（広帯域符号分割多元接続）、
　ｅ）ＵＭＴＳ（統一移動体通信システム）、
　ｆ）ＴＤ－ＳＣＤＭＡ（時分割同期符号分割多元接続）、
　ｇ）ｉＤＥＮ（統合デジタル拡張ネットワーク）、
　ｈ）ＨＤＲ（高データレート）
　のうちの1つを使用する、前記請求項１記載の方法。
【請求項１９】
　前記第二無線アクセスポイントは、無線携帯電話通信システムの基地局を備え、前記第
一無線アクセスポイントは、
　ａ）無線ネットワークアクセス用のＩＥＥＥ８０２．１１、８０２．１５、８０２．１
６、及び８０２．２０標準規格のうちの一つ
　ｂ）ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）標準規格、
　ｃ）ＵＷＢ（超広帯域）標準規格
　のうちの1つに従う、前記請求項１記載の方法。
【請求項２０】
　移動局を操作する方法であって、
　前記移動局で、第一無線ネットワークの、双方向通信をサポートする、第一無線アクセ
スポイントから伝送された第一信号を受け取り、
　前記第一信号を使用して第一測定を決定し、
　前記移動局と、前記第一無線ネットワークとは異なる第二無線ネットワークの第二無線
アクセスポイントと、の間で第二信号を伝達授受し、
　前記第二信号を使用して第二測定を決定し、
　前記移動局によって受信された衛星ポジショニングシステム（ＳＰＳ）信号から衛星ポ
ジショニングシステム（ＳＰＳ）衛星までの疑似範囲を決定し、
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　前記第一及び前記第二測定、及び前記疑似範囲の使用を通し、前記移動局のポジション
を決定する、
　ことを含む方法。
【請求項２１】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方を使用して前記移動局のローカル
オシレータを調整する、
　ことを更に含む前記請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方において、搬送周波数信号に固定
する、
　ことを更に含む前記請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方における搬送周波数信号と、前記
移動局の前記ローカルオシレータの周波数と、の間のオフセットを決定する、
　ことを更に含む前記請求項２１記載の方法。
【請求項２４】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方から正確な時間情報を取得する、
　ことを更に含む前記請求項２０記載の方法。
【請求項２５】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方に含まれるタイミングマーカーを
決定する、
　ことを更に含む前記請求項２４記載の方法。
【請求項２６】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方からシステム時間を決定する、
　ことを更に含む前記請求項２４記載の方法。
【請求項２７】
　前記第二無線アクセスポイントは、無線ローカルエリアネットワークの標準規格に従い
、前記移動局と通信する、前記請求項２０記載の方法。
【請求項２８】
　前記第一無線アクセスポイントは、無線携帯電話通信システムの基地局を備える、前記
請求項２７記載の方法。
【請求項２９】
　前記移動局は、前記第一及び前記第二測定を実行し、前記疑似範囲及び前記ポジション
を決定する、前記請求項２０記載の方法。
【請求項３０】
　前記第一無線アクセスポイントと前記第二無線アクセスポイントのうちの少なくとも一
方は、ロケーション支援データを前記移動局に供給し、前記ロケーション支援データは、
（ａ）ＳＰＳ衛星用の推定ドップラー効果、又は（ｂ）前記移動局の推定ポジションを考
慮してのＳＰＳ衛星のリスト、又は（ｃ）衛星アルマナック情報、又は（ｄ）前記移動局
の推定ポジション、又は（ｅ）前記第一無線アクセスポイントのポジション、又は（ｆ）
前記第二無線アクセスポイントのポジション、の少なくとも一つを備える、前記請求項２
０記載の方法。
【請求項３１】
　前記移動局は、前記第一無線アクセスポイントと通信することの権限を前記第一無線ネ
ットワークのオペレータによって与えられておらず、前記第二無線アクセスポイントと通
信することの権限を前記第二無線ネットワークのオペレータによって与えられている、前
記請求項２０記載の方法。
【請求項３２】
　前記第一無線アクセスポイントは第一携帯電話基地局であり、前記第二無線アクセスポ
イントは第二携帯電話基地局である、前記請求項３１記載の方法。
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【請求項３３】
　前記第一無線アクセスポイントと前記第二無線アクセスポイントの両方は、権限を与え
られた移動局との双方向通信をサポートすることが出来る、前記請求項２０記載の方法。
【請求項３４】
　前記第一測定は、（ａ）前記移動局と前記第一無線アクセスポイントの間の通信に基づ
き前記移動局と前記第一無線アクセスポイントの間の距離を示す範囲測定、又は（ｂ）信
号強度に関連する信号パラメータ、の少なくとも一方である、前記請求項２０記載の方法
。
【請求項３５】
　前記第二信号は、前記第二無線アクセスポイントから前記移動局に伝送される、前記請
求項２０記載の方法。
【請求項３６】
　前記第二信号は、前記移動局から前記第二無線アクセスポイントに伝送される、前記請
求項２０記載の方法。
【請求項３７】
　移動局を操作する方法であって、
　前記移動局で、前記移動局にとってアクセス可能な第一無線ネットワークの第一無線ア
クセスポイントの識別情報を決定し、
　前記識別情報を、前記第一無線ネットワークとは異なる第二無線ネットワークの第二無
線アクセスポイントを介し、前記移動局のポジション決定の間に、前記移動局からリモー
トサーバに伝達する、
　ことを含む方法。
【請求項３８】
　前記第一及び第二無線アクセスポイントは異なるエアインタフェースを使用し、前記第
一無線アクセスポイントは、前記第一無線ネットワークの第一グループノードに通信上結
合され、前記第二無線アクセスポイントは、前記第二無線ネットワークの第二グループノ
ードに通信上結合される、前記請求項３７記載の方法。
【請求項３９】
　前記第一無線アクセスポイントは、前記第一無線ネットワークのローカルエリアネット
ワークをアクセスするためのものであり、前記第二無線アクセスポイントは、無線電話シ
ステム用の携帯電話基地局を備える、前記請求項３８記載の方法。
【請求項４０】
　前記第一無線アクセスポイントは、前記第一無線ネットワークのローカルエリアネット
ワークをアクセスするためのものであり、前記第二無線アクセスポイントは、前記第二無
線ネットワークの広域ネットワークをアクセスするためのものである、前記請求項３８記
載の方法。
【請求項４１】
　前記第二無線アクセスポイントは、
　ａ）ＴＤＭＡ（時分割多元接続）、
　ｂ）ＧＳＭ（汎欧州デジタル移動電話方式）、
　ｃ）ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）、
　ｄ）Ｗ－ＣＤＭＡ（広帯域符号分割多元接続）、
　ｅ）ＵＭＴＳ（統一移動体通信システム）、
　ｆ）ＴＤ－ＳＣＤＭＡ（時分割同期符号分割多元接続）、
　ｇ）ｉＤＥＮ（統合デジタル拡張ネットワーク）、
　ｈ）ＨＤＲ（高データレート）
　のうちの1つを使用する、前記請求項３９記載の方法。
【請求項４２】
　前記第一無線アクセスポイントは、
　ａ）無線ネットワークアクセス用のＩＥＥＥ８０２．１１、８０２．１５、８０２．１
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６、及び８０２．２０標準規格のうちの一つ
　ｂ）ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ標準規格、
　ｃ）ＵＷＢ（超広帯域）標準規格
　のうちの1つに従う、前記請求項３９記載の方法。
【請求項４３】
　前記第一無線ネットワークは、第一サービスプロバイダによって操作され、前記第二無
線ネットワークは、第二サービスプロバイダによって操作される、前記請求項３７記載の
方法。
【請求項４４】
　前記第一無線アクセスポイントは双方向通信をサポートする、前記請求項３７記載の方
法。
【請求項４５】
　前記移動局と前記第一無線アクセスポイントとの間の距離を示すポジショニング情報を
決定し、
　前記移動局の前記ポジションを決定するために、前記第二無線アクセスポイントを介し
、前記ポジショニング情報を前記移動局から前記サーバに伝達する、
　ことを更に含む前記請求項３７記載の方法。
【請求項４６】
　前記ポジショニング情報は、前記第一無線アクセスポイントから伝送され前記移動局で
受信される信号に対する信号レベルのインジケーションを備える前記請求項４５記載の方
法。
【請求項４７】
　ＳＰＳ（衛星ポジショニングシステム）衛星までの疑似範囲の測定を決定し、
　前記移動局のポジションを決定するために、前記第二無線アクセスポイントを介し、前
記移動局から前記サーバに、疑似範囲の前記測定を伝達する、
　ことを更に含み、
　前記識別情報は、前記第一無線アクセスポイントのロケーションを決定するために使用
される、
　前記請求項４５記載の方法。
【請求項４８】
　前記第一無線アクセスポイントから伝送される信号に対する信号レベルのインジケーシ
ョンか、前記ＳＰＳ（衛星ポジショニングシステム）衛星までの疑似範囲の前記測定かの
、少なくとも一方を使用し、前記移動局のポジションを決定する、
　ことを更に含む前記請求項４７記載の方法。
【請求項４９】
　前記第一無線アクセスポイントのポジションを、前記サーバから受信する、
　ことを更に含む前記請求項３７記載の方法。
【請求項５０】
　ポジション決定システムの移動局であって、
　前記移動局にとってアクセス可能な第一無線ネットワークの第一無線アクセスポイント
から伝送される無線信号を受信する無線通信セクションと、
　前記第一無線ネットワークの前記第一無線アクセスポイントの識別情報を決定するため
に、前記無線通信セクションに結合されているプロセッサと、
　を備え、
　前記無線通信セクションは、前記第一無線ネットワークとは異なる第二無線ネットワー
クの第二無線アクセスポイントを介し、前記移動局のポジション決定の間に、前記識別情
報を前記移動局から遠隔サーバに伝達する、
　移動局。
【請求項５１】
　前記第一及び第二無線アクセスポイントは異なるエアインタフェースを使用し、前記第
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一無線アクセスポイントは、前記第一無線ネットワークの第一グループのノードに通信上
結合され、前記第二無線アクセスポイントは、前記第二無線ネットワークの第二グループ
のノードに通信上結合されている、前記請求項５０記載の移動局。
【請求項５２】
　前記第一無線アクセスポイントは、前記第一無線ネットワークのローカルエリアネット
ワークをアクセスするためのものであり、前記第二無線アクセスポイントは、無線電話シ
ステム用の携帯電話基地局を備える、前記請求項５１記載の移動局。
【請求項５３】
　前記第二無線アクセスポイントは、
　ａ）ＴＤＭＡ（時分割多元接続）、
　ｂ）ＧＳＭ（汎欧州デジタル移動電話方式）、
　ｃ）ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）、
　ｄ）Ｗ－ＣＤＭＡ（広帯域符号分割多元接続）、
　ｅ）ＵＭＴＳ（統一移動体通信システム）、
　ｆ）ＴＤ－ＳＣＤＭＡ（時分割同期符号分割多元接続）、
　ｇ）ｉＤＥＮ（統合デジタル拡張ネットワーク）、
　ｈ）ＨＤＲ（高データレート）
　のうちの1つを使用する、前記請求項５２記載の移動局。
【請求項５４】
　前記第一無線アクセスポイントは、
　ａ）無線ローカルエリアネットワークアクセス用のＩＥＥＥ８０２標準規格、
　ｂ）ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ標準規格、
　ｃ）ＵＷＢ（超広帯域）標準規格
　のうちの1つに従う、前記請求項５２記載の移動局。
【請求項５５】
　前記第一無線ネットワークは、第一サービスプロバイダによって操作され、前記第二無
線ネットワークは、第二サービスプロバイダによって操作される、前記請求項５０記載の
移動局。
【請求項５６】
　前記第一無線アクセスポイントは双方向通信をサポートする、前記請求項５０記載の移
動局。
【請求項５７】
　前記プロセッサは更に、前記移動局と前記第一無線アクセスポイントとの間の距離を示
すポジショニング情報を決定し、前記無線通信セクションは、前記移動局の前記ポジショ
ンを決定するために、前記第二無線アクセスポイントを介し、前記ポジショニング情報を
前記移動局から前記サーバに伝達する、
　前記請求項５０記載の移動局。
【請求項５８】
　前記ポジショニング情報は、前記第一無線アクセスポイントから伝送され前記移動局で
受信される信号に対する信号レベルのインジケーションを備える前記請求項５７記載の移
動局。
【請求項５９】
　ＳＰＳ（衛星ポジショニングシステム）衛星までの疑似範囲の測定を決定するために前
記プロセッサに結合されるＳＰＳ（衛星ポジショニングシステム）信号受信機を、更に備
え、
　前記無線通信セクションは、前記移動局のポジションを決定するために、前記第二無線
アクセスポイントを介し前記移動局から前記サーバに疑似範囲の前記測定を伝達し、
　前記識別情報は、前記第一無線アクセスポイントのロケーションを決定するために使用
される、
　前記請求項５７記載の移動局。
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【請求項６０】
　前記プロセッサは、前記第一無線アクセスポイントのポジションを、前記サーバから前
記通信セクションを介して受信する、
　前記請求項５０記載の移動局。
【請求項６１】
　移動局であって、
　双方向通信をサポートする第一無線ネットワークの第一無線アクセスポイントから伝送
される第一信号を受信し、前記第一無線ネットワークとは異なる第二無線ネットワークの
第二無線アクセスポイントから伝送される第二信号を受信し、前記移動局が前記第一信号
を使用して範囲測定を決定する、無線通信セクションと、
　ＳＰＳ（衛星ポジショニングシステム）衛星までの疑似範囲の測定を決定するために前
記無線通信セクションに結合されるＳＰＳ（衛星ポジショニングシステム）信号受信機と
、
　を備え、
　前記無線通信セクションは、前記第二無線ネットワークの前記第二無線アクセスポイン
トを介し前記移動局のポジションを決定するため、サーバと通信する、
　移動局。
【請求項６２】
　前記無線通信セクション及び前記ＳＰＳ信号受信機に結合されたローカルオシレータを
更に備え、
　前記ローカルオシレータは、前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方を使
用して前記無線通信セクションによって調整される、
　前記請求項６１記載の移動局。
【請求項６３】
　前記ローカルオシレータは、前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方にお
いて、搬送周波数信号に固定されている、前記請求項６２記載の移動局。
【請求項６４】
　前記無線通信セクションは、前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方から
正確な時間情報を取得する、前記請求項６１記載の移動局。
【請求項６５】
　前記正確な時間情報は、前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方のタイミ
ングマーカーから取得される、前記請求項６４記載の移動局。
【請求項６６】
　前記正確な時間情報は、前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方からのシ
ステム時間を備える、前記請求項６４記載の移動局。
【請求項６７】
　前記無線通信セクションは、無線ローカルエリアネットワークの標準規格に従い、前記
第二無線アクセスポイントと通信する、前記請求項６１記載の移動局。
【請求項６８】
　前記第一無線アクセスポイントは、無線携帯電話通信システムの基地局を備える、前記
請求項６７記載の移動局。
【請求項６９】
　前記サーバは、前記第二無線アクセスポイントを介し、ロケーション支援データを前記
移動局に供給する、前記請求項６１記載の移動局。
【請求項７０】
　前記移動局は前記移動局のポジションを決定し、前記ロケーション支援データは、（ａ
）ＳＰＳ衛星用の推定ドップラー効果、又は（ｂ）前記移動局の推定ポジションを考慮し
たＳＰＳ衛星リスト、又は（ｃ）衛星アルマナック情報、又は（ｄ）前記移動局の推定ポ
ジション、又は（ｅ）前記第一無線アクセスポイントのポジション、の少なくとも一つを
備える、前記請求項６９記載の移動局。
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【請求項７１】
　前記移動局は、前記第一無線アクセスポイントと通信することの権限を前記第一無線ネ
ットワークのオペレータによって与えられておらず、前記第二無線アクセスポイントと通
信することの権限を前記第二無線ネットワークのオペレータによって与えられている、前
記請求項６１記載の移動局。
【請求項７２】
　前記第一無線アクセスポイントは第一携帯電話基地局であり、前記第二無線アクセスポ
イントは第二携帯電話基地局である前記請求項７１記載の移動局。
【請求項７３】
　前記範囲測定は、前記移動局の前記ポジションの決定において使用される、前記請求項
６１記載の方法。
【請求項７４】
　前記第一無線アクセスポイントと前記第二無線アクセスポイントの両方は、権限を与え
られた移動局との双方向通信をサポートすることが出来る、前記請求項６１記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【優先権主張】
【０００１】
　本出願は、２００３年６月２７日に出願されたシリアル番号第６０／４８３，０９４号
の米国仮特許出願の利益（benefit）に関係し、この利益を主張する。
【発明の分野】
【０００２】
　本発明は、ポジション決定システム（position determination system）に関し、特に
、無線通信信号を使用するハイブリッドポジショニング（hybrid positioning）に関する
。
【背景】
【０００３】
　無線携帯電話ネットワーク（例、携帯電話ネットワーク）において位置標定を行う（pe
rform position location）ために、幾通りかのアプローチは、いくつかの基地局の各々
とモバイル装置例えば携帯電話などとの間で送られるタイミング情報の使用に基づく三辺
測量を行う。ＣＤＭＡにおける高性能フォーワードリンク三辺測量（Advanced Forward L
ink Trilateration）（ＡＦＬＴ）或いはＧＳＭにおける強化観測時間差（Enhanced Obse
rved Time Difference）（ＥＯＴＤ）或いはＷＣＤＭＡにおける観測到達時間差（Observ
ed Time Difference of Arrival）（ＯＴＤＯＡ）と呼ばれる一つのアプローチは、いく
つかの基地局の各々から伝送される信号の到着の相対的時間をモバイル装置で測定する。
これらの時間は、ロケーションサーバ（例、ＣＤＭＡにおけるポジション決定エンティテ
ィ（ＰＤＥ））に伝送され、ロケーションサーバは、受信のこれらの時間を使ってモバイ
ル装置のポジションを計算する。これらの基地局での伝送時間は、特定の時間の場合に、
多数の基地局に関係する時刻（the times-of-day）が所定の誤り限界範囲内にあるように
調整される。基地局の正確なポジションと受信時間はモバイル装置のポジションを決定す
るのに使用される。
【０００４】
　第1図は、ＡＦＬＴシステムの一例を示し、ここでは、携帯電話基地局１０１、１０３
、及び１０５からの信号の受信時間（ＴＲ１，ＴＲ２，及びＴＲ３）がモバイル携帯電話
１１１で測定される。このタイミングデータは、このあと該モバイル装置のポジションを
計算するために使用されてもよい。そのような計算は、モバイル装置自体で、或いは、モ
バイル装置によってそのように取得されたタイミング情報が通信リンク経由でロケーショ
ンサーバに伝送される場合にはロケーションサーバで、行われる。典型的には、受信時間
は携帯電話基地局の１つ（例、基地局１０１、又は１０３、又は１０５）を介してロケー
ションサーバ１１５に伝達される。ロケーションサーバ１１５は、モバイル交換局１１３
を介し基地局からデータを受信するように結合されている。ロケーションサーバは、基地
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局のロケーション及び／又は基地局のサービスエリアを提供する基地局アルマナック（Ｂ
ＳＡ）サーバを含んでもよい。或いは、ロケーションサーバとＢＳＡサーバは互いに別々
のものであってもよく、又、ロケーションサーバは、ポジション決定のために、基地局ア
ルマナックを取得するように基地局と通信する。信号が、モバイル電話に、又は、から、
他の電話（例、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）の固定電話又は他のモバイル電話）に伝達さ
れることが出来るように、モバイル交換局１１３は、地上通信線公衆交換電話網（ＰＳＴ
Ｎ）への、又は、からの信号（例、音声通信）を供給する。ある場合には、ロケーション
サーバは又、携帯電話リンク経由でモバイル交換局と通信も出来る。ロケーションサーバ
は又、いくつかの基地局からのエミッション（emission）の相対的なタイミングを決定す
るために、これらの基地局からのエミッションを監視することも出来る。
【０００５】
　到達アップリンク時間（ＵＴＯＡ）と呼ばれる別のアプローチでは、モバイル装置から
の信号の受信時間がいくつかの基地局で測定される（例、基地局１０１，１０３、及び１
０５でとられる測定）。もしＴＲ１、ＴＲ２、及びＴＲ３の矢が逆向きにされると、図１
はこのケースに適用される。このタイミングデータはこのあと、モバイル装置のポジショ
ンを計算するためにロケーションサーバに伝達されてもよい。
【０００６】
　さらに、ポジションロケーションを行う第三の方法は、モバイル装置の中に、米国全地
球測位衛星（the United States Global Positioning Satellite）（ＧＰＳ）システム用
の、或いは他の衛星ポジショニングシステム（ＳＰＳ）、例えばロシアＧＬＯＮＡＳＳシ
ステムや提案された欧州Ｇａｌｉｌｅｏシステムなど、用の、或いは衛星とスードライト
（pseudolites）との組み合わせ用の、回路を使用することを伴う。スードライトは、Ｌ
－バンド搬送波信号で変調されたＰＮ符号（ＧＳＰ信号に似ている）をブロードキャスト
する、地上送信機であり、一般にＳＰＳ時間に同期がとられる。各送信機は、モバイル装
置による識別を可能とするように固有のＰＮ符号が割り当てられてもよい。スードライト
は、軌道を周回する衛星からのＳＰＳ信号が受信不可能であるかもしれない状況、例えば
、トンネル、鉱山、ビル、或いはその他のとり囲まれたエリアなど、において有効である
。ここで使用されているような、用語「衛星」（“satellite”）は、スードライト或い
はスードライトの均等物を含むように意図されており、又、ここで使用されているような
、用語「ＧＰＳ信号」（”GPS signal”）は、スードライト或いはスードライトの均等物
からのＧＰＳと同様な信号（GPS-like signals）を含むように意図されている。移動局の
ポジションを決定するためにＳＰＳ受信機を使用する方法は、完全に自律している（この
方法では、ＳＰＳ受信機は、何ら支援もなしに、移動局の位置を決定する）かもしれない
し、或いは、支援データを提供するために、又はポジション計算において共有するために
無線ネットワークを利用するかもしれない。そのような方法の例は、米国特許第６，２０
８，２９０号、第５，８４１，３９６号、第５，８７４，９１４号、第５，９４５，９４
４号、及び第５，８１２，０８７号の中で説明されている。例えば、米国特許第５，９４
５，９４４号は、とりわけ、受信機のポジションを決定するために、ＳＰＳ信号と組み合
わせて使用される正確な時間情報を、携帯電話伝送信号から取得する方法を説明しており
；米国特許第５，８７４，９１４号は、とりわけ、モバイル装置のポジションを決定する
ために、インビュー衛星(in view satellites)のドップラー周波数偏移をモバイル装置上
の受信機に通信リンクを経由して伝送する方法を説明しており；米国特許第５，８７４，
９１４号は、とりわけ、受信機が位置を決定するのを助けるために、衛星アルマナックデ
ータ（或いは衛星軌道データ）を受信機に通信リンクを経由して伝送する方法を説明して
おり；米国特許第５，８７４，９１４号は又、とりわけ、ＳＰＳ信号取得のため受信機に
基準信号を供給するために、携帯電話システムの正確な搬送周波数信号に固定する方法を
説明しており；米国特許第６，２０８，２９０号は、とりわけ、ＳＰＳ信号処理時間を低
減するため近似ドップラー（an approximate Doppler）を決定するために受信機のおおよ
その場所を使用する方法を説明しており；又、米国特許第５，８１２，０８７号は、とり
わけ、受信機のポジションを決定するために記録の内の１つが受信機で受信される時間（
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a time）を決定するため、受信された衛星データメッセージの異なる記録を比較する方法
を説明している。実際的な低コストの実施においては、移動携帯通信受信機とＳＰＳ受信
機の両方は、同じ筐体の中に一体化され、実際、共通の電子回路を共有できる。
【０００７】
　上記方法の更に別の変形例においては、基地局からモバイル装置に伝送されてそのあと
戻される信号に対し、往復遅延(round trip delay)（ＲＴＤ）が見つけられる。同様な、
しかし別の方法においては、モバイル装置から基地局に伝送されてそのあと戻される信号
に対し、往復遅延が見つけられる。これら往復遅延の各々は、片道伝搬遅延の概算を決定
するために、２で割られる。基地局のロケーション、それに加えて、片道遅延の知識は、
モバイル装置のロケーションを、地上の１つの円（a circle）に限定する。別個の基地局
からのそのような２つの測定は、結果として２つの円の交わりとなり、順にそのロケーシ
ョンを地上の２つのポイントに限定する。第三の測定（到達角度、或いはセルセクター識
別でさえ）は曖昧さを解決する。
【０００８】
　ＡＦＬＴ又はＵ－ＴＤＯＡの何れかとＳＰＳシステムとの組み合わせは、「ハイブリッ
ド」システムと呼ばれてもよい。例えば、米国特許第５，９９９，１２４号は、とりわけ
、ハイブリッドシステムを説明しており、このシステムでは、セルベース受信機（a cell
 based transceiver）のポジションは、少なくとも、ｉ）セルベース受信機と通信システ
ムとの間のセルベース通信信号でのメッセージの伝わる時間を表す時間測定(a time meas
urement)と、ｉｉ）ＳＰＳ信号の伝わる時間を表す時間測定と、の組み合わせから決定さ
れる。
【０００９】
　高度支援（Altitude aiding）は、モバイル装置のポジションを決定するために、種々
様々な方法において使用されてきている。高度支援は、一般には、高度の疑似測定に基づ
く。モバイル装置のロケーションの高度の知識は、モバイル装置の可能性のあるポジショ
ンを、地球の中心に位置する中心を持つ球体（又は楕円体）の表面に限定する。この知識
は、モバイル装置のポジションを決定するために必要とされる、独立した測定の数を減ら
すのに使用され得る。例えば、米国特許番号第６．０６１，０１８号は、とりわけ、推定
高度が、セルオブジェクト(cell object)の情報から決定される方法を説明しており、こ
のセルオブジェクトは、モバイル装置と通信しているセルサイト送信機を有するセルサイ
ト（cell site）であってもよい。
【発明の概要】
【００１０】
　ハイブリッドポジション決定、及び／又は、他のタイプの通信信号操作(operation：操
作、動作)のための方法及び装置がここで説明される。本発明のいくつかの実施例がこの
セクションで要約される。
【００１１】
　本発明の一面においては、移動局はポジション決定のため（例、データ通信のため、時
間及び／又は周波数情報取得のため、ポジショニング測定のため、セクター又は高度推定
のため）複数の異なる無線ネットワークからの（例、異なるエアインタフェース、コア技
術で、及び／又は、異なるサービスプロバイダによって操作される）無線信号を使用する
。本発明のある他の面においては、無線アクセスポイントについての統計データ（例、前
記無線アクセスポイントからの、例えば携帯電話基地局、無線ローカルエリアネットワー
クアクセスポイント、個人エリア通信送信機、ポジショニング信号用の中継器又は無線標
識、或いは他の無線通信送信機などからの、信号を受信した移動局のロケーション）を採
取するために、又位置情報（例、前記無線送信機の位置及び／又はサービスエリア、無線
送信機識別情報、例えば、ＳＩＤ／ＮＩＤ／ＢＡＳＥ－ＩＤ、ＭＳＣ－ＩＤ、ＩＰアドレ
ス、ＭＡＣアドレス、論理ネーム、等）を前記収集された統計データから前記無線ネット
ワーク用に取り出すために、移動局は使用される。本願においては、無線送信機は、送信
機である軌道を周回する衛星とは違って、普通は地上をベースとした送信機である、こと
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に注意が必要である。
【００１２】
　本発明の一面においては、例示的な、移動局を操作する(operating：操作する、動作さ
せる)方法は、前記移動局にとってアクセス可能な第一無線ネットワークの、アクセスポ
イントである、第一無線送信機の識別情報を、前記移動局で、決定し；前記移動局のポジ
ション決定の間に、前記移動局から遠隔サーバに前記識別情報を第二無線ネットワークの
第二無線送信機を経由して伝達する；ことを含む。前記第一無線ネットワークは、この例
の方法においては、前記第二無線ネットワークとは異なる。前記第一及び第二無線アクセ
スポイントは、異なる通信プロトコル、及び／又はエアインタフェース及び／又は構造を
使用する。例えば、前記第一無線アクセスポイントは、前記第一無線ネットワークのロー
カルエリアネットワーク（ＬＡＮ）にアクセスするためのものであり、アクセス技術、例
えば、ａ）ＵＷＢ（超広帯域幅）、又は、ｂ）Ｗｉ－Ｆｉ（無線忠実度（Wireless Fidel
ity））の１つを利用しており；前記第二無線アクセスポイントは、広域ネットワーク（
ＷＡＮ）の無線電話システム、例えば、ａ）ＴＤＭＡ（時分割多元接続(Time Division M
ultiple Access)）、ｂ）ＧＳＭ（汎欧州デジタル移動電話方式(Global System for Mobi
le communications)）、ｃ）ＣＤＭＡ（符号分割多元接続(Code Division Multiple Acce
ss)）、ｄ）Ｗ－ＣＤＭＡ（広帯域符号分割多元接続(Wideband Code Division Multiple 
Access)）、ｅ）ＴＤ－ＳＣＤＭＡ（時分割同期符号分割多元接続(Time Division Synchr
onous Code Division Multiple Access)）、ｆ）ｃｄｍａ２０００　１Ｘ　ＥＶ－ＤＯ（
エボリューションデータオンリー(Evolution Data Only)）又はｃｄｍａ２０００　１Ｘ
　ＥＶ－ＤＶ（エボリューションデータ及び音声(Evolution Data and Voice)）、ｇ）他
のネットワーク、例えば、ＡＮＳＩ－４１、ＧＳＭ－ＭＡＰ、ＩＳ－１３６、ｉＤＥＮ（
統合デジタル拡張ネットワーク(Integrated Digital Enhanced Network)）、ＧＥＲＡＮ
、ＵＴＲＡＮ、ＣＤＭＡ　ＤＳ－ＭＡＰ、ＣＤＭＡ　ＭＣ－４１、ＣＤＭＡ　ＤＳ－４１
、ＣＤＭＡ　ＭＣ－ＭＡＰ、等、の１つを使用するシステムなど、用の携帯電話基地局で
ある。第一サービスプロバイダは前記第一無線ネットワークを操作でき、第二サービスプ
ロバイダは前記第二無線ネットワークを操作できる。前記第一無線アクセスポイントは双
方向通信（two-way communication）をサポート出来る。この方法の一例においては、前
記移動局は、前記移動局と前記第一無線アクセスポイントとの間の距離を示すポジショニ
ング情報を決定し；前記移動局は、前記第二無線アクセスポイントを経由して、前記移動
局の前記ポジションを決定するために前記ポジショニング情報を前記サーバに伝達する。
前記ポジショニング情報は、例えば、前記第一無線アクセスポイントから伝送され前記移
動局で受信される信号のための信号レベルのインジケーションを含んでもよい。ＳＰＳ（
衛星ポジショニングシステム（Satellite Positioning System））衛星までの疑似範囲（
pseudorange：擬似範囲、擬似距離）の測定は、前記移動局のＳＰＳ受信機において決定
され、前記第二無線アクセスポイント経由で、前記移動局の前記ポジションを決定するた
めに前記移動局から前記サーバに伝達されてもよい。一例においては、前記サーバからの
前記第一無線アクセスポイントのポジションは、前記第一無線アクセスポイントの前記識
別情報が前記サーバに伝達された後に、受信される。
【００１３】
　本発明の別の面においては、移動局を操作する方法は、双方向通信をサポートする第一
無線ネットワークの第一無線アクセスポイントから伝送されてきた第一信号を、前記移動
局で受信し；前記第一信号を使用して範囲測定（range measurement：範囲測定、距離測
定）（例、前記移動局と前記第一無線アクセスポイントとの間の距離を示す範囲測定）を
決定し；前記移動局と、前記第一無線ネットワークとは異なる第二無線ネットワークの第
二無線アクセスポイントと、の間で第二信号を伝達授受し；前記移動局のポジションを決
定するために、前記第二無線ネットワークの前記第二無線アクセスポイントを経由して前
記移動局とサーバとの間で通信することを含む。この面に従う一例において、前記移動局
のローカルオシレータ（local oscillator）は、前記第一信号を使用して調整されること
が出来る（例、前記ローカルオシレータは、前記第一無線ネットワークの前記第一無線ア
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クセスポイントから伝送されてきた前記第一信号の搬送周波数信号に固定される）。又、
正確な時間情報（例、タイミングマーカー或いはシステム時間）は前記第一信号から取得
されることが出来る。前記第二無線アクセスポイントは、無線ローカルエリアネットワー
クの標準規格に従って前記移動局と通信してもよく、或いは、それは、無線広域ネットワ
ークの標準規格に従って前記移動局と通信してもよい。一例において、前記第一無線アク
セスポイントは無線携帯電話通信システムの基地局（例、携帯電話「タワー（tower）」
）である。
【００１４】
　本発明は、これらの方法を実施する方法及び装置を含み、これらの方法を実施するデー
タ処理システム、又、データ処理システム上で実行される時にこのシステムにこれらの方
法を実施させるコンピュータ可読媒体（computer readable media）を含んでいる。更に
、ここで説明される本発明は、システム内の異なるノード（nodes）で実現されることが
出来、そのようなノードは、移動局、基地局（例えば無線アクセスポイントなど）、或い
はロケーションサーバ、或いは、ネットワーク或いは無線ネットワークの他のノード、を
含んでいる。
【００１５】
　本発明の他の特徴は、添付している図面、及び下記の詳細な説明から明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、移動携帯電話装置のポジションを決定する先行技術携帯電話ネットワー
クの一例を示す。
【図２】図２は、本発明と共に使用されることが出来るサーバの一例を示す。
【図３】図３は、本発明の一実施例による移動局のブロック線図表示を示す。
【図４】図４は、本発明の一実施例によるハイブリッドポジショニングシステムの一例を
示す。
【図５】図５は、本発明の一実施例によるハイブリッドポジショニングシステムの別の例
を示す。
【図６】図６は、本発明の一実施例による無線アクセスポイントのポジションを決定する
一方法を図示する。
【図７】図７は、本発明の一実施例による無線アクセスポイントのポジション情報を決定
する別の方法を図示する。
【図８】図８は、本発明の一実施例による、複数の無線ネットワークを使用するハイブリ
ッドポジション決定の方法を示す。
【図９】図９は、本発明の一実施例による、サーバとの通信のための２つの無線ネットワ
ークを使用するハイブリッドポジション決定の方法を示す。
【図１０】図１０は、本発明の一実施例による、無線アクセスポイントについてのロケー
ション情報を生成する方法を示す。
【図１１】図１１は、本発明の一実施例による、通信用の一無線ネットワークとポジショ
ニングパラメータの測定用の別の無線ネットワークとを使用するハイブリッドポジション
決定方法を示す。
【図１２】図１２は、本発明の別の実施例を示すフローチャートである。
【図１３】図１３は、本発明の別の実施例を示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、本発明の別の実施例を示すフローチャートである。
【詳細な説明】
【００１７】
　本発明は、同様な参照が同様なエレメントを示す添付図面の図において、例として、但
し限定としてではなく、図示されている。
【００１８】
　以下の説明及び図面は本発明の説明のためのものであり、本発明を限定するものとして
解釈されるべきでない。本発明を十分理解できるように、多数の具体的な詳細が説明され
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る。然しながら、場合によっては、よく知られた或いは従来の詳細については、本発明の
説明を曖昧にすることを避けるために説明されない。本開示における１つの或いは一実施
例への言及は、必ずしも同一の実施例に対してではなく、そのような言及は、少なくとも
１つを意味する。
【００１９】
　無線通信技術の最近の開発は、ある地域においては実質上重なり合うサービスエリアを
持つ種々様々な異なる無線ネットワークの開発をもたらしている。本願においては、無線
ネットワーク（wireless network）とは、同じエアインタフェースを持ち、１つのサービ
スプロバイダ（例、Ｖｅｒｉｚｏｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ又はＳｐｒｉｎｔ）によって操作
される、一連の無線アクセスポイント（例、基地局）をいい、ネットワークのサービスエ
リアの中にあるとき、モバイルユニットは一連の無線アクセスポイントのうちの１つを経
由して、モバイルユニットネットワークをアクセスできる；又、無線ネットワークの無線
アクセスポイントのサービスエリアの和集合（union）は、ネットワークのサービスエリ
アである。更に、データ通信（data communication）とは双方向通信におけるデータ伝送
をいう、が、ある実施例においては、データ通信は、一方向通信であるかもしれないし、
或いは受信側が必要とするかどうかに拘わらずにブロードキャストされた信号に埋め込ま
れた情報を抽出することを含むかもしれない。無線アクセスポイントは、セルタワー（a 
cell tower）、或いは基地局、或いは他のノードのネットワークに結合されている他の無
線送信機或いは受信機であると見なされることが出来る（例えば、無線アクセスポイント
は、無線或いは有線によって他のノードに結合される）。
【００２０】
　ある地域、特に都会の大都市圏においては、異なる無線ネットワークは実質上重なり合
うサービスエリアを有する。例えば、異なるサービスプロバイダは、同じ地域で同じタイ
プの無線サービス（例、携帯電話通信）を提供するかもしれない。更に、異なるタイプの
無線サービス、例えば、無線電話サービス（例、データ、音声或いは両方の携帯電話サー
ビス）や無線デジタル通信サービス（例、Ｗｉ－Ｆｉネットワーク、ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標）、超広帯域、のような無線ローカルエリアネットワーク）など、はサービス
エリアにおいて重なり合っている可能性がある。例えば、無線ＬＡＮ（ローカルアリアネ
ットワーク）アクセスポイント（例、ＩＥＥＥ８０２．１１ベースの無線ネットワーク用
）は、無線遠距離通信ネットワーク（例、通信工業会（ＴＩＡ）／米国電子工業会（ＥＩ
Ａ）標準規格、例えばＩＳ－９５、ＩＳ－８５６或いはＩＳ－２０００など、に準拠）、
例えば、ＴＤＭＡ（時分割多元接続）、ＧＳＭ（汎欧州デジタル移動電話方式）、ＣＤＭ
Ａ（符号分割多元接続）、Ｗ－ＣＤＭＡ（広帯域符号分割多元接続）、ＵＭＴＳ（統一移
動体通信システム(Ｕｎｉｔｅｄ Mobile Telecommunication System)、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ
（時分割同期符号分割多元接続）、ｉＤＥＮ（統合デジタル拡張ネットワーク）、ＨＤＲ
（高データレート(High Data Rate)）など、に準拠の無線遠距離通信ネットワーク、或い
は他の同様な携帯電話ネットワーク、のサービスエリア内に位置しているかもしれない。
【００２１】
　本発明の少なくとも一実施例においては、柔軟でユビキタスなナビゲーションソリュー
ションを形成するために測定を決定し支援情報（例、アクセスポイントのポジション及び
サービスエリア、インビューＳＰＳ衛星用のドップラー周波数偏移、ＳＰＳ衛星軌道デー
タ）を取得するため、これらの異質の無線信号の情報源を使用するポジショニングをサポ
ートする、総合的システムを探求している。この総合的システムでは、アクセスポイント
（例、基地局アルマナック、例えば、基地局のロケーション及びサービスエリアなど）に
ついての情報が入手可能であるとき、それは使用され、強化される。それがそうでない場
合は、本システムは、将来のポジショニング試みのために、自動的にそのような情報を集
め強化する。
【００２２】
　本発明の少なくとも一実施例は、情報、例えば、ＳＰＳ観測結果、無線ネットワーク観
測結果、地形高度情報（terrain elevation information）、及びその他、を組み合わせ
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、移動局用のポジションソリューションを得るために、２以上の無線ネットワークのアク
セスポイントから伝送されてきた無線信号を使用する。本発明の一実施例において、ハイ
ブリッドポジションシステムの移動局は、移動局でのＳＰＳ信号の取得、測定のための時
間刻印（time stamping）、及び他の操作において支援するために、２以上の無線ネット
ワーク（双方向通信において）のアクセスポイントで情報を転送する。本発明の一実施例
においては、ハイブリッドポジションシステムの移動局は、１以上の無線ネットワークを
使用して遠隔サーバと通信している間に、異なる無線ネットワークのアクセスポイントか
らの信号を使用して測定を行う。
【００２３】
　一般的に、無線ネットワークのセクターの識別、ロケーション、及びサービスエリアを
記述する情報は、基地局アルマナックに保存され、単一無線ネットワークを使用するハイ
ブリッドポジショニングシステムにおいて使用されてきている。然しながら、異なる無線
ネットワーク（例、異なるサービスプロバイダ、或いは異なるタイプのネットワーク）が
重なり合うサービスエリアを有するときは、たとえ、異なる無線ネットワークのアクセス
ポイントから伝送されてきた無線信号が空中にあり、移動局にとって利用可能であったと
しても、典型的な移動局は、異なる無線ネットワークのアクセスポイント用のそのような
情報にはアクセスして入手することはできない。これは通常、移動局は、一無線ネットワ
ークにアクセスすることに許可を与えられ或いは権限を与えられるが、別の無線ネットワ
ークに対してはそうではないからである。これの１つの単純な例は、第一無線ネットワー
ク（例、Ｖｅｒｉｚｏｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓのようなサービスプロバイダによって操作さ
れる携帯電話ネットワーク）へのアクセスは権限を与えられているが、第二無線ネットワ
ーク（例、Ｓｐｒｉｎｔ‘ｓ　ｃｅｌｌ　ｐｈｏｎｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）への、或いは、
第三ネットワーク（例、Ｗｉ－Ｆｉ“Ｈｏｔｓｐｏｔ”）へのアクセスは、権限を与えら
れていない。
【００２４】
　本発明の一実施例においては、利用できるのであれば、小さくてローカライズされた送
信機、例えば、ＩＥＥＥ　８０２．１１　無線ＬＡＮ　アクセスポイントなど、は、無線
ナビゲーションソリューションに組み込まれる。多くのケースにおいて、これらの送信機
のためのロケーション情報はよく知られていない。あるケースにおいては、無線ネットワ
ークの物理特性を記述する「アルマナック」情報（例、アクセスポイントのＩＤ、ロケー
ション、及びサービスエリア）は、それを使いたいかもしれないユーザには利用できない
。そのような情報を共有しないことを選択するかもしれないネットワークプロバイダもあ
れば、一方、依然としてそのような情報を利用できる状態にしないネットワークプロバイ
ダもある。本発明の一実施例においては、ネットワークの物理特性を引き出すための情報
は、通信用に別の無線ネットワークを使用する移動局から集められる。本発明の一実施例
においては、異なる無線ネットワークからの空中にあって利用可能な無線信号とポジショ
ン決定のための移動局の能力（例、ＧＰＳ受信機付きの、或いはＧＰＳ受信機の一部機能
付きの携帯電話）とを使い、移動局は、移動局が典型的にデータ通信を行う無線ネットワ
ークのオペレータのコントロール下に、概してないかもしれない異なる無線ネットワーク
のアクセスポイントについての情報を、採取する。採取された情報は、将来のポジション
決定のためのハイブリッドポジション決定を支援するために使用されることが出来る、ア
クセスポイントについてのロケーション情報（例、ロケーション、サービスエリア）を引
き出すのに使用される。
【００２５】
　本発明の一実施例においては、移動局に時間情報及び／又は周波数情報を提供するため
に使用される信号は、データ通信処理が実行される信号と同じではない。
【００２６】
　多重無線通信インタフェース(multiple wireless communication interfaces)（例、Ｉ
ＥＥＥ　８０２．１１［及び、他のＩＥＥＥ８０２、例えば、８０２．１５、８０２．１
６、及び８０２．２０など］、ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＵＷＢ［超広帯域］、ＴＤＭＡ、Ｇ
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ＳＭ、ＣＤＭＡ、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＵＭＴＳ、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ、ＩＤＥＮ、ＨＤＲ、或い
は他の同様なネットワーク）をサポートする移動局が、多重無線ネットワーク(multiple 
wireless network)を使用する本発明の一実施例において使用される。そのような移動局
は、例えば、これらの異なる通信インタフェース用のデータの伝送及び／又は受信をサポ
ートする通信セクションにおけるいくつかの異なる部分を有するかもしれない。従って、
一部分は、Ｗｉ－Ｆｉ信号（例、ＩＥＥＥ　８０２．１１又は８０２．１６）の伝送及び
／又は受信を扱うかもしれないし、通信セクションの別の部分は、ＣＤＭＡインタフェー
スのような携帯電話インタフェースをサポートするかもしれない。これは又、通信するこ
とを決めるときに選択する代替の通信パスをユーザに与える。例えば、利用可能性、範囲
、費用、データスピード、使い易さが、どの通信パスを使用するかを選択するときには、
考慮される。
【００２７】
　本発明の一実施例においては、第一無線ネットワークは通信及びポジショニングのため
に使用され、一方、第二無線ネットワークはポジショニング及びオプションとしての通信
のために使用される。例えば、これらの無線ネットワークの各々は、完全に異なるエアイ
ンタフェース（例、異なるＴＩＡ／ＥＩＡ標準規格）、例えば、典型的な無線携帯電話用
のエアインタフェース（例、ＴＤＭＡ、ＧＳＭ、ＣＤＭＡ、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＵＭＴＳ、Ｔ
Ｄ－ＳＣＤＭＡ、ＩＤＥＮ、ＨＤＲ、或いは他の同様な携帯電話ネットワーク）、或いは
いくつかの他の無線エアインタフェース、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１、ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ、或いはＵＷＢなどに従う無線エアインタフェースを、使用するかもしれない。唯
一つの無線ネットワークが通信用に使われるかもしれない時でさえ、これら無線ネットワ
ークのうちの多数がポジショニングの目的のために使用される。本発明の少なくともいく
つかの実施例によれば、ハイブリッドのアプローチの利点は、より多くのフェイルセール
（fail-sail）解決のために改善された冗長性（redundancy）、より高いポジショニング
の利用可能性（availability）、よりよい正確性（accuracy）、及びより速いフィックス
までの時間(time to fix)、である。
【００２８】
　図４は、本発明の一実施例によるハイブリッドポジショニングシステム（hybrid posit
ioning system）の一例を示す。図４において、移動局４０７は、無線ネットワークＡの
無線アクセスポイント４０３と、無線ネットワークＢの無線アクセスポイント４０５と、
の両方から伝送されてくる空中の信号を、ポジション決定のために、利用する。本発明の
一実施例においては、移動局は、ＳＰＳ衛星（例、ＧＰＳ衛星、なお図４においては示さ
れていない）からのＳＰＳ信号を受信する受信機を含む。無線ネットワークＡ及びＢのう
ちの何れか若しくは両方からの無線信号（及びＳＰＳ信号）に基づくタイミング測定（例
、擬似範囲、往復時間、信号到達時間、信号到達時間差）が移動局のポジションを決定す
るために使用されてもよい。概して、無線ネットワークＡ及びＢの各々は多数のアクセス
ポイント（例、無線アクセスポイント４０３や４０５のような携帯電話基地局）を含む、
ということが理解される。無線ネットワークＡ及びＢは、異なるサービスプロバイダによ
って操作される同じタイプのエアインタフェースを使用してもよいし、或いは、それらは
同じ通信プロトコルで但し異なる周波数で操作してもよい。然しながら、無線ネットワー
クＡ及びＢは又、同じサービスプロバイダ或いは異なるサービスプロバイダによって操作
される、異なるタイプのエアインタフェース（例、ＴＤＭＡ、ＧＳＭ、ＣＤＭＡ、Ｗ－Ｃ
ＤＭＡ、ＵＭＴＳ、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ、ＩＤＥＮ、ＨＤＲ、ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＵＷＢ
、ＩＥＥＥ８０２．１１、或いは同様なネットワーク）を使用することもできる。
【００２９】
　本発明の一実施例においては、ポジション決定は、図４で描かれた例において示されて
いるロケーションサーバ４１１で行われる。移動局４０７は、観測されたＳＰＳ信号（例
、ＳＰＳ擬似範囲測定、信号受信の時間を決定するために比較するためのＳＰＳメッセー
ジの記録）から抽出された情報と、観測された無線信号（例、アクセスポイントの識別、
移動局４０７と無線アクセスポイントのうちの少なくとも１つとの間の往復或いは片道の
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時間測定、受信信号レベル）から抽出された情報とを、無線ネットワークの一つ、例えば
無線ネットワークＡ（例、移動局が無線ネットワークＡの加入者であるが無線ネットワー
クＢの加入者でない時）、を経由してロケーションサーバに伝達する。サーバ４１３及び
４１５は無線ネットワークＡ及びＢ用のアルマナックデータを保持する。このアルマナッ
クデータは単純に、一つの実施例においては、識別情報（例、ＭＡＣアドレス或いはセル
タワー識別子、等）によって特定化される各無線アクセスポイントの緯度と経度をリスト
にしているデータベースであってもよい。ロケーションサーバ４１１は、移動局から伝達
されてくる情報と、アルマナックサーバ４１３及び４１５にあるデータとを、移動局のポ
ジションを決定するために使用する。ロケーションサーバ４１１は、移動局のロケーショ
ンを沢山の異なる方法で決定できる。それは、例えば、サーバ４１３及び４１５から無線
アクセスポイント４０３及び４０５のロケーションを取り出し、これらのロケーションと
、移動局４０７とポイント４０３及び４０５との間の距離を示す範囲測定と、ＳＰＳ擬似
範囲測定と、ＳＰＳ衛星軌道情報とを、移動局４０７のポジションを計算するために、使
用してもよい。米国特許第５，９９９，１２４号には、単一の無線ネットワークからの範
囲測定とＳＰＳ擬似測定とが、どのようにして、移動局のポジションを計算するために組
み合わされることができるかの説明が記載されている。或いは、ロケーションサーバ４１
１は、もし、多くの（例、３より多い）そのような範囲測定が行え得るのであれば、ポジ
ションを計算するために、多重無線ネットワークの多重無線アクセスポイントまでの地上
範囲測定（terrestrial range measurement）(或いは他のタイプの測定、例えば、単一の
強度測定など）のみを使用してもよい；この場合、ＳＰＳ擬似範囲やＳＰＳ衛星軌道情報
を取得する必要がない。もし、ＳＰＳ衛星までの擬似範囲測定が利用可能であれば、ポジ
ション計算において更なる情報を提供するために、これらの擬似範囲は、移動局によるか
、或いは、米国特許第６，１８５，４２７号の中で説明されているような、ＧＰＳ基準受
信機の収集によるかの何れかによって取得されるＳＰＳ衛星軌道情報と組み合わせられる
ことができる。
【００３０】
　ネットワーク４０１は、ローカルエリアネットワーク、１以上のイントラネット、及び
種々様々なエンティティ間の情報交換用インターネットを含んでもよい。サーバ４１１、
４１３、及び４１５は、単一データ処理システムにおける、或いは分散データ処理システ
ム（例、異なるサービスプロバイダによって維持管理され操作される）における、単一サ
ーバプログラムとして、或いは異なるデータプログラムとして、構築されることが出来る
、ということが理解される。
【００３１】
　本発明の一実施例においては、異なるサービスプロバイダが、ポジション決定のために
移動局によって使用される無線ネットワークＡ及びＢを操作する。典型的な移動局はそれ
らのうちの１つのみの加入者であり、従って、移動局は１つの無線ネットワークのみを利
用する（及びアクセスする）権限が与えられる。然しながら、それでもしばしば、加入さ
れていない無線ネットワークからの信号を少なくとも受信することは可能であり、従って
、加入されていない無線ネットワーク中の無線アクセスポイントに関連して、範囲測定或
いは信号強度測定を行うことは、それでも可能である。この状況の1つの特定の例は、Ｐ
ＣＳ周波数帯域信号（例えば、第一サービスプロバイダである、Ｓｐｒｉｎｔによって操
作される無線ネットワークから、のような）を受信でき、又、他の周波数で他のＣＤＭＡ
信号（例えば、第二サービスプロバイダである、Ｖｅｒｉｚｏｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓによ
って操作される無線ネットワークから、のような）もまた受信できる、３－モードＣＤＭ
Ａ携帯電話のユーザに関係するであろう。もしユーザがＳｐｒｉｎｔの無線ネットワーク
のみに加入しているのであれば、そのときはユーザの電話（移動局の形態）は、Ｓｐｒｉ
ｎｔの無線ネットワークで操作することの権限は与えられているが、Ｖｅｒｉｚｏｎの無
線ネットワークでは与えられていない。1つのＳｐｒｉｎｔ無線アクセスポイント（例、
Ｓｐｒｉｎｔ携帯電話基地局）のみがユーザの電話と無線通信できる環境下では、ユーザ
は電話を使える、が、この環境の下で、ユーザの電話の無線通信範囲内にあるＶｅｒｉｚ
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ｏｎ無線アクセスポイントが多数存在する。このような状況下においては、電話が、Ｓｐ
ｒｉｎｔの無線ネットワークを経由してロケーションサーバからＳＰＳ支援データ（必要
なら）を取得し、電話で取得されたＳＰＳ疑似範囲をロケーションサーバに伝送すること
は、更に可能である。然しながら、Ｖｅｒｉｚｏｎの無線アクセスポイントまでの範囲測
定が取得されなければ、無線アクセスポイントまでの２以上の範囲測定を取得することは
不可能である。本発明の実施例の場合は、電話は、利用可能なＶｅｒｉｚｏｎ無線アクセ
スポイントまでの範囲測定を取得し、そうすることによって、電話のポジションを決定す
るために実行されるポジション計算において使用され得る、少なくとも数個の範囲測定（
例、電話と２つのＶｅｒｉｚｏｎ携帯基地局との間の距離）を提供している。
【００３２】
　サービスプロバイダはサーバ４１３及び４１５に関するルマナック情報を別々に保持す
る。移動局４０７は無線ネットワークのうちの１つにしか通信アクセスを持たないけれど
も、ロケーションサーバ４１１は、基地局アルマナックデータ用のサーバ４１３及び４１
５の両方へのアクセスを持つことが可能である。両無線ネットワークＡ及びＢの基地局（
例、無線アクセスポイント４０３及び４０５）の識別を決定した後、移動局４０７は、基
地局識別情報をロケーションサーバ４１１に伝送する。ロケーションサーバ４１１は、移
動局のポジション決定において使用され得る基地局の対応ポジション、を取り出すために
、サーバ４１３及び４１５を使用する。
【００３３】
　他の選択可能な方法では、アルマナックデータを共有するサービスプロバイダ間の協力
は必要でない。例えば、ロケーションサーバ４１１のオペレータは、両方のアルマナック
サーバ４１３及び４１５（例、アルマナックデータを取得するための調査プロセスを通し
て、或いは、移動局を使ったデータ採取プロセスを通して、なおこれらは図６及び７及び
１０と共に詳細に説明される）を維持管理する。
【００３４】
　本発明の一実施例においては、移動局４０７は、ロケーションサーバとの通信のために
両方の無線ネットワークＡ及びＢを使用する（通信目的のために何れか１つの無線ネット
ワークのみを使用する代わりに）。本技術分野で知られているように、ポジション決定の
ために、移動局とロケーションサーバとの間で種々様々なタイプの情報が交換される。例
えば、ロケーションサーバ４１１は、移動局４０７に、移動局のインビュー衛星用のドッ
プラー周波数偏移情報を提供できる（例、無線ネットワークＡを経由して）：又、移動局
は、ＳＰＳ信号用の疑似範囲測定、基地局の識別情報、及び関連の範囲測定（例、往復時
間測定）を、移動局のポジション計算のために、ロケーションサーバに提供できる（例、
無線ネットワークＢを経由して）。本発明の一実施例においては、移動局は、無線ネット
ワークのサービスエリアにある時、２以上の無線ネットワークを通して、ロケーションサ
ーバに伝達することが出来る。然しながら、コストと性能とのトレードオフ（trade-off
）は、無線ネットワークのうちの１つを使ったサーバとの通信を要求し、一方、その他の
無線ネットワークを、タイミング測定（或いは受信信号レベルのような他の測定）のため
のみに、或いは、測定における支援、例えば、時間刻印測定（time stamping measuremen
t）（例、曖昧さ解決のため）のためにアクセスポイントからの無線伝送より時間情報を
取得すること、或いは移動局のローカルオシレータを調整するために無線携帯電話基地局
の正確な搬送周波数に固定することなど、のためのみに使用する、ということが必要とな
るかもしれない。
【００３５】
　本発明の一実施例においては、移動局のロケーションは、移動局から伝達されてきその
あと移動局に伝送され戻される情報を使用することによって、決定される。別の選択肢と
して、ポジション計算は、ローカルサーバからの支援情報（例、インビュー衛星用のドッ
プラー周波数偏移、アクセスポイントのポジション及びサービスエリア、デファレンシャ
ルＧＰＳデータ、高度支援情報）を使って、移動局で実行され得る。
【００３６】
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　図５は、本発明の一実施例によるハイブリッドポジショニングシステムの別の例を示す
。一つの無線ネットワークのアクセスポイント（例、携帯電話基地局５０３）が、移動局
５０７とロケーションサーバ５１１との間の通信のために使用される。移動局５０７のポ
ジションを決定する方法は、ＳＰＳ信号（例、衛星５２１からの）、データ通信用として
使用される無線ネットワークのアクセスポイント（例、携帯電話基地局５０３）からの無
線信号を使用でき、そして勿論、他の無線ネットワークのアクセスポイントからの無線信
号、例えば、異なる無線携帯電話ネットワーク（例、異なるサービスプロバイダによって
、或いは異なるエアインタフェースを使って操作される）の基地局でありうるアクセスポ
イントＢ（５０５）からの、又、無線ＬＡＮアクセスポイント（例、ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
アクセスポイント或いはＷｉ－Ｆｉ無線アクセスポイント）でありうるアクセスポイント
Ａからの、無線信号を使用出来る。
【００３７】
　典型的には、無線ＬＡＮアクセスポイント（或いは他の同様な低電力送信機）は、狭い
サービスエリアを有している。利用可能なときは、そのようなアクセスポイントの狭いサ
ービスエリアは、移動局のロケーションについて非常によい推定を提供する。更に、無線
ＬＡＮアクセスポイントは一般的に、他のタイプの信号（例、ＳＰＳ信号或いは無線電話
信号）が多分低いであろうビルの近くに或いは中に設置される。こように、無線伝送が他
のタイプの信号と共に使用される時は、ポジショニングシステムの性能は大きく改善され
得る。
【００３８】
　本発明の一実施例においては、異なる無線ネットワークからの無線信号はポジション決
定のために使用される。例えば、異なる無線ネットワークからの無線信号は対応アクセス
ポイントの識別情報を決定するために使用され得、それらはそのあと対応アクセスポイン
トのロケーション及びサービスエリアを決定するために使用される。高精度の範囲情報（
例、アクセスポイントと移動局との間の往復時間或いは信号伝播時間）が利用できるとき
、範囲情報及びアクセスポイントのロケーションがハイブリッドポジショニングソリュー
ションを得る際に使用され得る。おおよその範囲情報（例、推定範囲とほぼ相関関係があ
り得る、受信信号レベル）が利用できるとき、アクセスポイントのロケーションが、移動
局のポジションを推定するために使用され得る。更に、移動局は、データ通信目的のため
に使用されるものではない無線ネットワークのうちの1つからの（例、アクセスポイント
５０５或いは５０９からの）高精度の搬送周波数を、移動局のローカルオシレータを調整
するために使用できる。信号獲得用ＳＰＳ受信機に基準信号を供給するため無線信号の高
精度搬送周波数に固定することに関し、もっと多くの詳細が、米国特許第５，８７４，０
１４号の中で見つけられることが出来る。更に、移動局は、データ通信目的のために使用
されるものではない無線ネットワークのうちの1つからの（例、アクセスポイント５０５
或いは５０９からの）無線信号の中の正確な時間情報を、使用できる。時間刻印用の正確
な時間情報（例、タイミングマーカ、或いはシステム時間）を使うことに関し、もっと多
くの詳細が、米国特許第５、９４５、９４４号の中で見つけられることが出来る。
【００３９】
　異なる無線ネットワークのいくつかのアクセスポイントはよく知られたアルマナックデ
ータ（例、無線アクセスポイントのポジション、無線アクセスポイントのサービスエリア
）を有していないので、本発明の一実施例は、移動局から収集された情報からアルマナッ
ク情報を抽出する。図６は、本発明の一実施例による、無線アクセスポイントのポジショ
ンを決定する一方法を図示する。図６において、ロケーションサーバはアクセスポイント
アンテナ６０１のポジションを知らない。アクセスポイントのポジションを計算するため
に、ロケーションサーバは、移動局に対しポジション決定を行う一方で移動局から取得さ
れる、１以上の移動局のポジションとそれらの対応するアクセスポイントまでの範囲とを
相互に関係づける。例えば、ポジションＬ１での移動局６１１は、アクセスポイントアン
テナ６０１までの範囲Ｒ１を決定する。移動局は、ＳＰＳ信号に基づく測定（例、ＳＰＳ
疑似範囲の測定とＳＰＳ信号からのＳＰＳ衛星軌道情報の抽出）と無線伝送（例、範囲測
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定）を取得する。移動局は、測定を使ってそのポジションを計算し、その計算されたポジ
ションを、ｉ）アクセスポイントアンテナまでの範囲、及びｉｉ）アクセスポイントアン
テナの識別信号、と共に、ロケーションサーバに伝送する。或いは、移動局は、ｉ）測定
、ｉｉ）アクセスポイントアンテナまでの範囲、及びｉｉｉ）アクセスポイントアンテナ
の識別情報、をロケーションサーバまで伝送し、ロケーションサーバは、測定を使って、
移動局のポジションを計算し、又、範囲測定（例、Ｒ１，Ｒ２及びＲ３、及び対応するポ
ジション（例、Ｌ１、Ｌ２、及びＬ３））を保存する。多数のデータポイントが取得可能
であるとき、各データポイントは、移動局のポジションと移動局からアクセスポイントア
ンテナまでの範囲との相関をとり、ロケーションサーバはアクセスポイントアンテナのポ
ジションを決定する。図６から、わずか３個の範囲測定（Ｒ１，Ｒ２及びＲ３）及びそれ
らの対応するポジション（Ｌ１、Ｌ２、及びＬ３）は、十分に、識別されたアクセスポイ
ントの特定場所（３個の範囲によって特定される３つの円の交差するところで示されてい
る）を特定している、ということが分かる。範囲情報に基づき移動局のポジションを計算
するために本技術分野において使用されてきている種々様々の方法が、アクセスポイント
のポジションを計算するのに使用され得る。データポイントは、単一の移動局からでも、
或いは多数の移動局からであってもよい、ということに注意が必要である。
【００４０】
　更に、移動局のロケーションの蓄積されたデータポイントは、アクセスポイントのサー
ビスエリアを示す（例、移動局の散布図において）。アクセスポイントのポジションが知
られていない時、収集されたデータポイントが、アクセスポイントのポジション及びサー
ビスエリアを推定するために使用され得る。アクセスポイントのポジションの最初の推定
が得られる時、収集されたデータポイントはこの推定を改善するのに使用され得る。収集
と強化（enhancement）のプロセスは、ロケーションサーバのサービス期間中継続するプ
ロセスでありうる。収集と強化の操作は又、ロケーションサーバ以外の異なるサーバで実
行されることが出来る。例えば、本発明の一実施例においては、収集と強化の操作は、移
動局のハイブリッドポジション決定の実行においてロケーションサーバ５１１と通信する
アルマナックサーバ５１３において実行される。
【００４１】
　然しながら、あるいくつかのアクセスポイントまでの範囲の高精度情報は、ロケーショ
ンサーバの移動局には利用できないかもしれない。図７は、本発明の一実施例による、無
線アクセスポイントのポジション情報を決定する別の方法を図示している。アクセスポイ
ント（例、７０３）からの信号を受信できる移動局のロケーションの多数のデータポイン
ト（例、７１１、７１３、７１５、７２１、７２３、７２５）は、アクセスポイントのサ
ービスエリア（例、７０５）を明確にしている（例、ロケーションの散布図を通して、デ
ータポイントを囲む最小円）。サービスエリアから、ロケーションサーバはアクセスポイ
ントの推定ポジションを計算できる（例、サービスエリアの幾何学上の中心）。更に、範
囲情報（例、受信信号レベルのインジケータ、往復時間）が、サービスエリアの加重平均
を決定するための重みを定義するのに使用されてもよく（例、アクセスポイントに近いほ
ど、重みがより大きい）、加重平均からアクセスポイントの推定ポジションが決定される
。更に、一実施例においては、確かな範囲情報が明確化されたならば、ロケーションサー
バは、移動局の統計データから、移動局が特定場所にある確率を決定する。他の情報、例
えば、他の送信機からの無線伝送の信号レベルなど、はそのあと、移動局の可能性のある
ロケーションを狭めるために使用され得る。
【００４２】
　例えば、無線ＬＡＮアクセスポイントはビル７０１の中に位置する。ＳＰＳ信号（例、
ＳＰＳ衛星７４１－７４５からの信号）及び無線携帯電話信号（例、携帯電話基地局７５
１からの信号）はビル７０１の中では弱いかもしれないが、移動局のポジションは、ビル
周辺の一定のロケーション（例、ビルのすぐ外側或いはビル内側の一定のロケーション、
例えば窓に近いスポットなど、にあるロケーション７１１－７２５）では、容易に決定さ
れ得る（例、アクセスポイント７０３からの信号を使用せずに）。本発明の一実施例では
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、アクセスポイントの識別は、決定され、アクセスポイント７０３のサービスエリア（及
び／又はそのポジション）の決定のために、移動局のロケーション（或いは移動局のロケ
ーションを特定する情報、例えば、インビュー衛星までの疑似範囲など）と共に、サーバ
に送られる。アクセスポイントのロケーション情報（例、サービスエリア、ポジション）
は、そのサーバ（或いは異なるサーバ）で保持され得る。移動局がビル内部に（或いはビ
ル近くのポジションに）ある時に、ＳＰＳ信号及び携帯電話信号のいくつかに障害が発生
する場合、アクセスポイントについてのローカル情報が、移動局のポジションの決定を支
援するために使用され得る。
【００４３】
　いくつかのアクセスポイントは一つのロケーションから別のロケーションに移させられ
るかもしれない。本発明の一実施例においては、サーバは、アクセスポイントが移されて
いるかどうかを決定するために、一つのアクセスポイントからの伝送を受信する１以上の
移動局についての収集ポジション情報を追跡する。例えば、アクセスポイントが移されて
いるかどうかを決定するために、サーバは、古いサービスエリアと新しいサービスエリア
とを比較してもよい（例、サービスエリアの中心及び半径を比較することにより）。或い
は、サーバは、定期的に、新しく収集された情報を考慮し、古い情報を処分してもよい。
更に、サーバは、アクセスポイントのサービスエリア及び／又はロケーションを決定する
際に、新しく収集されたデータがより多くの重みを持つように、収集された情報に重み付
けを行い、前に収集されたデータの影響は、結果的に、時間とともに減少する可能性があ
る。更に、サーバは、アクセスポイントが頻繁に移動するかどうかを決定でき；そして、
もし、アクセスポイントが頻繁に移動しているのであれば、そのアクセスポインタは、ポ
ジション決定のための基準ポイントとして不適格であると判断されるかもしれない。更に
、一実施例においては、アクセスポイントがある一定の時間の期間観測されないときは、
そのアクセスポイントはデータベースから取り除かれ；同様に、新しいアクセスポイント
が観測されるときは、それはデータベースに追加される。このように、サーバは、アクセ
スポイントについての情報を、継続して、最新のものにすることが出来る。
【００４４】
　本発明の少なくとも一実施例においては、移動局は通信リンク無しにそのポジションを
決定できる。移動局は、移動局のロケーションについての情報の少なくともいくつか、及
びその対応する受信された信号レベル、或いは複数のアクセスポイントの範囲測定（例、
携帯電話アクセス用、或いは無線ＬＡＮアクセス用）を蓄積するメモリを有する。移動局
は、通信リンク（例、移動局の通信ポート経由の有線接続、或いは、移動局のトランシー
バ経由の無線接続）が利用できるとき、そのデータをサーバに伝送する。或いは、移動局
は、必要とされる時にそれ自身のポジションを決定する際、アクセスポイントについての
ポジション情報を引き出すために蓄積された情報を直接使用してもよい。
【００４５】
　図８は、本発明の一実施例による、複数の無線ネットワークを使用するハイブリッドポ
ジション決定の一般的な方法を示す。操作８０１において、移動局は、異なる無線ネット
ワーク（例、異なるエアインタフェースの無線ネットワーク、異なるサービスプロバイダ
の無線ネットワーク、異なる周波数で動作する無線ネットワーク、異なる通信プロトコル
を使用する無線ネットワーク、等）の複数の無線アクセスポイントから伝送されてくる無
線信号を受け取る。操作８０３において、移動局は、移動局のポジションを決定する際、
異なる無線ネットワークのアクセスポイント各々からの無線信号を利用する（例、アクセ
スポイントの識別情報を決定するために、移動局のローカルオシレータを無線信号の高精
度搬送周波数に固定するために、無線信号からタイミングインジケータを取得するために
、移動局とアクセスポイントのうちの１つとの間の信号伝送遅れを決定するために、サー
バと通信するために）。概して、多数の似たような操作を実行するために、移動局はいく
つかの異なる無線ネットワークのアクセスポイントからの無線信号を使用できるのである
が、異なる操作を実行するために、移動局は異なる無線ネットワークのアクセスポイント
からの無線信号を使用してもよい。操作８０５において、移動局は、異なる無線ネットワ
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ークのうちの少なくとも１つを使って移動局のポジションを決定するために、サーバと通
信する。典型的には、移動局は、異なる無線ネットワークのうちの１つのみを使ってサー
バと通信する；然しながら、移動局は２以上の無線ネットワークを使ってサーバと通信で
きる（移動局から伝送されてくる信号用のアクセスポイントでの受信時間を伝送するため
に、往復時間を伝送するために、或いは、ロケーションサーバへの　又は　からの他の情
報を伝送するために）。
【００４６】
　図９は、本発明の一実施例による、サーバと通信するために２つの無線ネットワークを
使用したハイブリッドポジション決定の方法を示す。操作８２１は、移動局で、１以上の
ＳＰＳ衛星から伝送されてくるＳＰＳ信号と、２以上の無線ネットワークの複数の無線ア
クセスポイントから伝送されてくる無線信号とを受け取る。移動局は、ＳＰＳ信号獲得に
おいて支援するために（例、移動局のインビュー衛星用のドップラー周波数偏移を抽出す
るために、移動局のローカルオシレータを調整するために、測定を時間刻印するための時
間インジケータを取得するために）、１以上の無線ネットワークからの受信された無線信
号を使用できる。移動局は、インビュー衛星までの疑似範囲を決定するためにＳＰＳ信号
を使用し、又、移動局は、アクセスポイントを識別し、ポジション決定のために無線アク
セスポイントまでの範囲測定を決定するために、無線アクセスポイントからの無線信号を
使用する。これらの受信された信号は、典型的には、衛星の送信機及び無線アクセスポイ
ントからのブロードキャスト（broadcast）であり、これらを使用することを選択するど
の移動局も利用できる。操作８２３は、移動局と第一無線ネットワーク（例、無線ローカ
ルエリアネットワーク）のアクセスポイントを使用するサーバとの間で第一情報（例、Ｓ
ＰＳメッセージの記録）を伝達授受する。操作８２５は、移動局と第二無線ネットワーク
（例、無線携帯電話ネットワーク）のアクセスポイントを使用するサーバとの間で第二情
報（例、インビューＳＰＳ衛星用のドップラー周波数偏移、衛星軌道データ）を伝達授受
する。操作８２７は、第一情報及び第二情報の伝達授受から移動局のポジションを決定す
る。典型的には、使用する通信パスを選択するときには、利用可能性、サービスエリア、
費用、データ速度、及び使い易さが考慮される。更に、移動局は、異なるロケーションで
は異なる通信パスを使用してもよい。例えば、移動局が無線ＬＡＮ（例、ホームネットワ
ーク）のサービスエリア内にあるとき、移動局は、無線携帯電話システムの基地局を経由
する必要のない情報（例、ドップラー周波数偏移）をサーバと通信するために、無線ＬＡ
Ｎ（例、インターネット経由で）を使用し；基地局に関係する情報（例、無線携帯電話シ
ステムの基地局までの往復時間測定）を伝送するために、無線携帯電話システムの基地局
を使用してもよい。更なる例では、移動局は、通信コスト及び利用可能性によって通信す
るために、無線携帯電話システム又は無線ＬＡＮの何れを使用するか選択できる。本発明
の一実施例においては、移動局は、一連のルール（例、利用可能性、コスト、優先度、及
びその他）に従い通信パスを自動的に決定し、このルールは、移動局のユーザによって指
定されることが出来、或いは、無線ネットワークのうちの１つによりデフォルトセッティ
ングとしてセットされることもできる。
【００４７】
　図１０は、本発明の一実施例による、無線アクセスポイントについてのロケーション情
報を生成する方法を示す。操作８４１は、移動局で、無線アクセスポイント（例、無線ロ
ーカルエリアネットワーク用のＩＥＥＥ８０２．１１標準規格に従う無線アクセスポイン
ト、或いは、他のタイプの、識別情報と共に信号を伝送する地上無線送信機）から伝送さ
れる無線信号を検知する。本願においては、無線アクセスポイントは衛星送信機を含まな
い、ということに注意が必要である。操作８４３は、無線信号から無線アクセスポイント
の、特有の識別子である可能性がある、識別情報（例、無線アクセスポイントのＭＡＣア
ドレス、或いは携帯電話基地局の識別子）を決定する。操作８４５は、移動局のポジショ
ンを決定する（例、移動局で、或いはロケーションサーバで）。例えば、移動局は、疑似
範囲測定及び他の範囲情報に基づきポジションを計算できる；或いは、移動局は、移動局
のポジションを計算するロケーションサーバに、疑似範囲測定及び範囲情報を伝送しても
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よい（又、ロケーションサーバは、計算されたポジションを移動局に送り戻すことが出来
る）。操作８４７は、移動局のポジションを無線アクセスポイントの識別情報に関係付け
る。識別された無線アクセスポイントのポジションを決定するために、移動局の将来のポ
ジショニング操作で、ポジション及び識別情報を使用できるように、この相関関係はロケ
ーションサーバに伝送されることが出来る。操作８４９は、無線アクセスポイントについ
てのロケーション情報を生成する（例、アクセスポイントアルマナック、無線アクセスポ
イントのサービスエリアの統計データ）。典型的には、相関データはサーバ（例、ロケー
ションサーバ、或いはアクセスポイントアルマナックサーバ）に送られ、サーバは、アク
セスポイントから伝送されてきた信号の受信を報告する１以上の移動局の、複数のポジシ
ョンに基づき、アクセスポイントについてロケーション情報を生成する。無線アクセスポ
イントについてのロケーション情報は、上記で説明されたように加重平均方法から（或い
は他の方法、例えば、図６に示されているように範囲情報を使って）取り出される。然し
ながら、移動局は又、相関を追跡し、無線アクセスポイントについてのロケーション情報
を取り出すことも出来る（例、異なる時間に収集されたデータポイントから）。無線アク
セスポイントについてのロケーション情報は、ポジション決定のためにそのあと使用され
ることが出来る。
【００４８】
　図１１は、本発明の一実施例による、通信用の一無線ネットワークとポジショニングパ
ラメータ測定用の別の無線ネットワークとを使用するハイブリッドポジション決定方法を
示す。操作８６１は、移動局で、第一無線ネットワーク（例、無線ローカルエリアネット
ワーク、或いは携帯電話通信システム）の無線アクセスポイント（例、無線ローカルエリ
アネットワーク用のＩＥＥＥ　８０２．１１標準規格に従う無線アクセスポイント、或い
は携帯電話通信基地局）から伝送されてくる無線信号を検知する。操作８６３は、無線信
号から無線アクセスポイントの識別情報（例、ＭＡＣアドレス、或いは基地局ＩＤ）を決
定する。操作８６５は、識別情報を使って、無線アクセスポイントについてのロケーショ
ン情報（例、アクセスポイントアルマナック）を取り出す。例えば、移動局は、無線アク
セスポイントの識別情報をロケーションサーバに伝送することが出来、ロケーションサー
バは、無線アクセスポイントについてのロケーション情報を、識別情報を使って取り出す
（例、データベースから、或いは、アクセスポイントアルマナックサーバのような別のサ
ーバから）。別の例においては、移動局は、無線アクセスポイントについてのロケーショ
ン情報をメモリ中に保持する；従って、ロケーション情報は移動局のメモリから簡単に取
り出される。操作８６７は、ロケーション情報を使って、又、移動局と第二無線ネットワ
ーク（例、携帯電話ネットワーク）の無線アクセスポイントとの間の通信リンクを使って
、移動局のポジションを決定する。例えば、移動局のポジションの決定のために、ＳＰＳ
信号獲得用の衛星支援データ（例、ドップラー周波数偏移）、或いはタイミング測定（例
、疑似範囲或いはＳＰＳ信号到達時間）が、第二無線ネットワークを経由して伝達される
。
【００４９】
　図１２は、本発明の別の代表的な方法を示す。この方法においては、移動局は、操作９
０１において、第一無線ネットワークの第一無線アクセスポイントから伝送されてくる第
一信号を受け取る。第一無線ネットワークは、このネットワークの外側のノード間と同様
に、第一無線ネットワーク内の種々のノード間の双方向の通信をサポート出来る。操作９
０３においては、少なくとも１つの範囲測定が第一信号を使って決定される。もし第一無
線ネットワークの他の無線アクセスポイントから更なる信号が利用できるのであれば、そ
のときはこれらの他の無線アクセスポイントまでの更なる範囲測定（及びそれらの識別情
報）が得られる。操作９０３の別の実施では、第一信号を使用して範囲測定を行おうとせ
ずに、別の測定（例、第一信号の信号強度測定）が移動局によって取られることが出来る
。一代表的な実施においては、第一無線アクセスポイントから移動局への第一信号の伝播
時間が測定され、この第一無線アクセスポイントの識別情報が第一無線アクセスポイント
から受信される。操作９０５においては、第二信号が、移動局と、第一無線ネットワーク
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とは異なる第二無線ネットワークの第二無線アクセスポイントと、の間で伝達授受される
。移動局は、この操作においては、第二無線アクセスポイントから第二信号（これはＳＰ
Ｓ支援データ、等を含むかもしれない）を受け取ることが出来る。操作９０７においては
、移動局とサーバは、移動局のポジションを決定するために通信し、この通信は第二無線
アクセスポイント経由で出来る。例えば、移動局は、操作９０７においては、操作９０３
で実行された範囲測定及び識別情報と、移動局で取得されたＳＰＳ疑似範囲とを、第二無
線アクセスポイントを経由してサーバに伝送する。識別情報が、範囲測定（或いは他の測
定）が取得された無線アクセスポイントのロケーションを取得するために、使用され、サ
ーバは、少なくともいくつかの利用可能な測定（例、ＳＰＳ衛星までのＳＰＳ疑似範囲、
及び、種々の地上無線アクセスポイントまでの範囲測定、或いは他の測定）を使って、移
動局のポジションをそのあと決定できる。或いは、移動局は、範囲測定及びＳＰＳ疑似測
定を使って、又、サーバによって提供された情報（例えば、無線ネットワークの１つ或い
は両方における識別された無線アクセスポイントのロケーション、など）を使って、その
ポジションを決定してもよい（サーバがそのように行うよりも寧ろ）。
【００５０】
　図１２における第一無線ネットワークは、無線ローカルエリアネットワークであっても
よいし、又、このケースでは、第一無線アクセスポイントは、Ｗｉ－Ｆｉ標準規格によっ
て動作する無線ルータであってもよい。或いは、第一無線ネットワークは、第一サービス
プロバイダによって操作される無線携帯電話ネットワークであってもよいし、又、第二無
線ネットワークは、第二サービスプロバイダによって操作される、別の（異なる）無線携
帯電話ネットワークであってもよく、又、移動局は、内蔵ＧＰＳ受信機付の携帯電話であ
ってもよく、第一無線ネットワークとではなく、唯一第二無線ネットワークと動作するこ
との権限を与えられている。ここで説明された、種々様々な他の代替は、図１２のこの例
に対しても又、適用できる。
【００５１】
　図１３は、本発明の方法の別の例である。この例においては、移動局は、操作９３１に
おいて、移動局にとってアクセスできる（例、無線通信の範囲内で）第一無線ネットワー
クの第一無線アクセスポイントの識別情報を取得する。この識別情報は、ＭＡＣアドレス
（例、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）ローカルエリアネットワーク用）或いは携帯電話基
地局（例、「セルタワー」）識別子であってもよい。操作９３３において、移動局は、第
二無線ネットワークの第二無線アクセスポイント経由で、ポジション決定操作の間に、識
別情報をサーバ（例、ロケーションサーバ）に伝送する。この例では、第二無線ネットワ
ークは第一無線ネットワークとは異なる（例、異なるエアインタフェース、異なるサービ
スプロバイダ、等）。このあと、操作９３５においては、サーバは、第一無線アクセスポ
イントのロケーションを決定するために、第一無線アクセスポイントの識別情報を使用す
る（これは、例えば図１４において説明されているような方法を通して採取されていた／
収集されていたかもしれない）。サーバは又、操作９３５において、移動局のポジション
を決定するために、他のデータ（例、移動局に内蔵されているＧＰＳ受信機で決定され、
そのあとサーバに伝送されるＳＰＳ疑似範囲）を使用してもよい。サーバは、例えば、移
動局のポジションを決定するために、ＳＰＳ疑似範囲と、無線アクセスポイントからの信
号の測定とを組み合わせてもよい。或いは、ＳＰＳ疑似範囲は、無線アクセスポイントの
知られているロケーションと組み合わせられてもよい（特に、より短い信号範囲を有する
無線ＬＡＮの場合において）。操作９３５の別の代替においては、サーバは、支援データ
（例、第一無線アクセスポイントのロケーション、又、ことによっては他のデータ、例え
ば、移動局を考慮したＳＰＳ衛星用ドップラーデータ、等）を移動局に提供してもよい、
しかし、サーバは、移動局のポジションを計算しない；寧ろ、移動局が、少なくともいく
つかの利用可能な測定（例、ＳＰＳ疑似範囲、範囲測定、或いは、１又は全ての利用可能
な無線ネットワークの無線アクセスポイントに関係する、他の測定）及びサーバからの利
用可能な支援データを使って、ポジションソリューションを実行する（perform the posi
tion solution）。
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【００５２】
　図１４は、本発明の別の代表的な方法を示す。この方法は、最終的に、無線アクセスポ
イントのポジションを決定するので、移動局のための、将来のポジション決定操作は、こ
こで説明されたように、多重無線ネットワークを使って実行されることが出来る。操作９
７１において、データが収集される。このデータは、移動局の複数のロケーションを特定
しており、移動局では、第一無線ネットワークの少なくとも第一無線アクセスポイントか
ら伝送されてきた無線信号が、複数のロケーションの決定の間に、受信される。移動局は
、操作９７３において、第一無線アクセスポイントから信号を受けとることが出来、又、
移動局と、第二無線ネットワーク（これは第一無線ネットワークとは異なる）の少なくと
も１つの第二無線アクセスポイントと、の間で信号を伝達授受出来る。この、第二無線ネ
ットワークとの通信は、第一無線ネットワークの無線アクセスポイントのロケーションを
決定するために使用されるデータを収集するのに使われる情報を、提供する目的のためで
あってもよい。操作９７５において、少なくとも第一無線アクセスポイントのロケーショ
ンが、複数のロケーションによって定められたサービスエリアから決定される（例、図６
で示された方法で）。
【００５３】
　図２は、本発明の種々の実施例においてサーバとして使用されることが出来るデータ処
理システムの一例を示す。例えば、米国特許第５，８４１，３９６号の中で説明されてい
るように、サーバ２０１は、移動局の中のＧＰＳ受信機に、支援データ、例えばドップラ
ー或いは他の衛星支援データなど、を提供できる。更に、或いは別の方法として、移動局
よりも寧ろ同じサーバ或いは異なるサーバが、最終的な位置計算を行なうこともでき（疑
似範囲、或いは疑似範囲が決定できる他のデータ、を移動局から受け取った後に）、この
あと、この位置決定結果を基地局に、或いはどこか他のシステムに送ってもよい。サーバ
（例、ローカルサーバ、アルマナックデータ）としてのデータ処理システムは、典型的に
は、通信装置２１２、例えばモデム或いはネットワークインタフェースなど、を含む。ロ
ケーションサーバは、多数の異なるネットワークに通信装置（例、モデム或いはネットワ
ークインタフェース）を介して結合されることが出来る。そのようなネットワークは、１
以上のイントラネット、ネットワーク、携帯電話交換局或いは多重携帯電話交換局（the 
cellular switching center or multiple cellular switching centers）２２５、地上電
話システム交換（the land based phone system switches）２２３、携帯電話基地局（図
２では示されていない）、ＧＰＳ受信機２２７、或いは他のプロセッサ或いはロケーショ
ンサーバ２２１、を含む。
【００５４】
　多重携帯電話基地局は、典型的には、無線受信可能範囲によって地理的地域をカバーす
るように配置され、又、これらの異なる基地局は、先行技術（例、図１参照）でよく知ら
れているように、少なくとも１つのモバイル交換局に結合されている。このように、多重
基地局は、地理学的には分散されているが、しかし、モバイル交換局によって一緒に結合
されるであろう。ネットワーク２２０は、基準ＧＰＳ受信機のネットワークに接続される
ことが出来、基準ＧＰＳ受信機は、ディファレンシャルＧＰＳ情報を提供し、又、モバイ
ルシステムのポジションを計算するのに使用されるＧＰＳ軌道データも提供できる。ネッ
トワークは、モデム或いは他の通信インタフェースを介しプロセッサ２０３に結合される
。ネットワーク２２０は、他のコンピュータ或いはネットワークコンポーネントに接続さ
れることが出来る。又、ネットワーク２２０は、緊急事態のオペレータによって操作され
るコンピュータシステム、例えば９１１電話に応答する公衆安全応答ポイント（the Publ
ic Safety Answering Points）など、に接続されることが出来る。ロケーションサーバを
使用するための方法の種々の例が、米国特許第５，８４１，３９６号、５，８７４，９１
４号、５，８１２，０８７号、及び６，５１２，４４２号を含む、非常に多くの米国特許
の中で説明されてきている。
【００５５】
　データ処理システム型であるサーバ２０１は、マイクロプロセッサ２０３とＲＯＭ２０
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７と揮発性ＲＡＭ２０５と不揮発性メモリ２０６とに結合されるバス２０２を含む。プロ
セッサ２０３は、図２の例において示されるように、キャッシュメモリ２０４に結合され
る。バス２０２は、これらの種々様々なコンポーネントを一緒に相互接続する。図２は、
不揮発性メモリが、データ処理システムの他のコンポーネントに直接に結合されるローカ
ルデバイスであることを示しているが、本発明は、このシステムから離れた不揮発性メモ
リ、例えば、モデム或いはＥｔｈｅｒｎｅｔのようなネットワークインタフェースを介し
てデータ処理システムに結合されるネットワーク記憶装置、を利用してもよい、というこ
とが理解されるであろう。バス２０２は、本技術分野においてよく知られているように、
種々のブリッジ、コントローラ、及び／又はアダプタを介し互いに接続される１以上のバ
スを含んでもよい。多くの状況において、ロケーションサーバは、人の援助なしに自動的
に操作を実行できる。人の介在が必要とされるいくつかの設計においては、Ｉ／Ｏコント
ローラ２０９が、ディスプレー、キーボード、及び他のＩ／Ｏデバイスと通信してもよい
。
【００５６】
　図２は、データ処理システムの種々様々なコンポーネントを図示しているが、コンポー
ネントを相互接続する何らかの特別な構成或いは様式を表すことは意図されておらず、そ
のような詳細は本発明には関係しない、ということに注意が必要である。より少ないコン
ポーネント或いはことによるとより多くのコンポーネントを有するネットワークコンピュ
ータ及び他のデータ処理システムも又、本発明で使用されることが出来、ロケーションサ
ーバ或いはＰＤＥ（ポジション決定エンティティ（position determination entity））
として機能できる、ということも又理解されるであろう。
【００５７】
　いくつかの実施例においては、本発明の方法は、同時に他の機能、例えば携帯電話交換
、メッセージサービス、等、に使用されるコンピュータシステムで実行されてもよい。こ
れらのケースでは、図２のハードウエアのいくつか或いは全てが、いくつかの機能用に共
有される。
【００５８】
　この説明から、本発明の特徴（aspects）は、少なくとも一部において、ソフトウエア
で実施できることが明らかであろう。即ち、その技術は、メモリ、例えば、ＲＯＭ２０７
、揮発性ＲＡＭ２０５、不揮発性メモリ２０６、キャッシュ２０４、或いは遠隔記憶装置
など、に含まれるインストラクションシーケンスを実行するプロセッサに応答するコンピ
ュータシステム或いは他のデータ処理システムにおいて実行されることが出来る。種々様
々の実施例において、本発明を実施するために、ハードワイヤード回路がソフトウエアイ
ンストラクションと組み合わせて使用されることがある。このように、本技術は、ハード
ウエア回路及びソフトウエアのどの特定の組み合わせにも限定されず、又、データ処理シ
ステムで実行されるインストラクション用のいかなる特別なソースにも限定されない。更
に、本説明全体を通し、説明を簡単にするために、ソフトウエアコードによって実行され
る或いは生じるとして、種々の機能及び操作が説明されている。然しながら、当業者は、
そのような表現により、プロセッサ、例えばプロセッサ２０３など、によるコードの実行
から機能が結果として生じる、ということを意味する、ことを認識するであろう。
【００５９】
　データ処理システムによって実行される時、本発明の種々様々な方法を実施させるソフ
トウエア及びデータを保存するために、機械可読媒体が使用され得る。この実行可能なソ
フトウエア及びデータは、例えば、図２の中で示されるようなＲＯＭ２０７、揮発性ＲＡ
Ｍ２０５、不揮発性メモリ２０６、及び／又はキャッシュ２０４を含む種々様々な場所に
、保存されることが出来る。このソフトウエア及び／又はデータの部分は、これらの記憶
デバイスのうちの任意の１つに保存されてもよい。
【００６０】
　このように、機械可読媒体は、機械（例、コンピュータ、ネットワークデバイス、パー
ソナルデジタル支援、製造ツール、１セットの１以上のプロセッサを備えた任意のデバイ
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ス、等）によってアクセス可能な形態で情報を供給する（例、保存する及び又は伝送する
）任意の機構を含む。例えば、機械可読媒体は、電気的、光学的、音響的、或いは他の形
態の伝播信号（例、搬送波、赤外線信号、デジタル信号、など）等と同様に、記録可能／
記録不可能な媒体（例、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）、磁気ディスク記憶媒体、光学的媒体、フラッシュメモリデバイス、等）も含む。
【００６１】
　図３は、本発明の一実施例による移動局のブロック線図表示を示す。移動局は携帯受信
機を含み、この携帯受信機は、本発明の一実施例において使用するために通信用トランシ
ーバをＧＰＳ受信機と組み合わせる。複合（combined）モバイルユニット３１０は、通信
リンク経由で受信された通信信号を処理するために必要とされる機能、と同様に、ＧＰＳ
信号を処理するために必要とされる機能、も実行する回路を含む。通信リンク、例えば通
信リンク３５０又は３６０など、は典型的には、別のコンポーネント、例えば通信アンテ
ナ３５１を有する基地局３５２或いはアンテナ３６１付き無線ＬＡＮアクセスポイント３
６２など、への無線周波数通信リンクである。図３は、通信アンテナ３１１が、異なるタ
イプの無線アクセスポイントから（例、無線ＬＡＮ用アクセスポイント３６２から、及び
携帯電話サービス用基地局３５２から）信号を受け取るために使用される実施例を、図示
しているのであるが、複合受信機は、異なるエアインタフェースの信号を受け取るために
分離された別個のアンテナを使ってもよい。更に、複合受信機は、受信された無線信号の
少なくとも一部分処理のために、分離された別個のコンポーネントを使うことが出駅、又
、異なるエアインタフェースの無線信号の処理においていくつかのコンポーネントを共有
してもよいし、共有しなくともよい。例えば、複合受信機は、ＲＦ信号処理用に分離した
回路を有しても良いし、又、同じデータプロセッサリソースを共有してもよい、本説明か
ら、複合受信機の種々様々な組み合わせ及び変形例が、当業者には明らかであろう。
【００６２】
　携帯受信機３１０は、複合ＧＰＳ受信機と通信受信機及び送信機の例である。通信受信
機及び送信機は、異なる無線ネットワーク用の多重受信機及び送信機として実施されるこ
とが出来る。例えば、通信トランシーバ３０５は、携帯電話信号を受信及び／又は伝送す
るためのトランシーバ部分を含みことが出来、又、Ｗｉ－Ｆｉ信号を受信及び／又は伝送
するための別のトランシーバ部分を含むことが出来る。受信機３１０は、獲得及び追跡回
路３２１と通信トランシーバセクション３０５とを含むＧＰＳ受信ステージを含有してい
る。獲得及び追跡回路３２１はＧＰＳアンテナ３０１に結合され、通信トランシーバ３０
５は通信アンテナ３１１に結合されている。ＧＰＳ信号（例、衛星３０３から伝送されて
くる信号３７０）はＧＰＳアンテナ３０１を経由して受信され、種々の受信された衛星用
のＰＮ（疑似信号）符号を獲得する、獲得及び追跡回路３２１に入力される。回路３２１
（例、相関インジケータ）によって生成されたデータは、トランシーバ３０５によって伝
送（例、ＳＰＳ疑似範囲の）されるためにプロセッサ３３３によって処理される。通信ト
ランシーバ３０５は、通信アンテナ３１1とトランシーバ３０５に　及び　から の通信信
号（典型的にＲＦ）を転送する伝送／受信スイッチ３３１を含んでいる。あるシステムに
おいては、帯域分割フィルタ、或いは、「送受切換回路（“duplexer”）」がＴ／Ｒスイ
ッチの代わりに使用される。受信された通信信号は通信受信機３３２に入力され、処理す
るためにプロセッサ３３３に伝達される。プロセッサ３３３から伝送されるべき通信信号
は、モジュレータ３３４及び周波数変換器３３５に伝播される。パワー増幅器３３６は、
信号利得を、基地局３５２への（或いは無線ＬＡＮアクセスポイント３６２への）伝送の
ために適切なレベルに増やす。
【００６３】
　本発明の一実施例においては、通信トランシーバセクション３０５は、通信のための（
例、通信リンク３５０及び３６０を介して）多くの異なるエアインタフェース（例、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１、ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＵＷＢ、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ、ＩＤＥＮ、ＨＤＲ
、ＴＤＭＡ、ＧＳＭ、ＣＤＭＡ、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＵＭＴＳ、或いは同様なネットワーク）
と共に使用されることが可能である。本発明の一実施例においては、通信トランシーバセ
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クション３０５は、通信のための１つのエアインタフェースと共に使用されることが可能
であり、信号を受信するため他のエアインタフェースと共に使用されることが可能である
。本発明の一実施例においては、通信トランシーバセクション３０５は、通信のため１つ
のエアインタフェースと共に使用されることが可能であり、一方では又、タイミングイン
ジケータ（例、タイミングフレーム或いはシステムタイム）を取り出すために、或いは、
移動局のローカルオシレータ（図３では示されておらず）を調整するために、別のエアイ
ンタフェースの信号と共に使用されることが可能である。タイミングインジケータを取り
出すための、或いは、ローカルオシレータを調整するための移動局について、より多くの
詳細が米国特許第５，８７４，９１４号、及び第５，９４５，９４４号の中で見つること
が出来る。
【００６４】
　受信機３１０の複合ＧＰＳ／通信システムの一実施例においては、獲得追跡回答３２１
によって生成されるデータは、基地局３５２への通信リンク３５０で、或いは無線ＬＡＮ
アクセスポイントへの通信リンク３６０で、サーバに伝送される。サーバはそのあと遠隔
受信機からのデータ、データが測定された時間、それ自身のＧＰＳ受信機或いは他のソー
スから受信された衛星軌道データ、基づき、受信機３１０のロケーションを決定する。そ
のロケーションデータはそのあと、受信機３１０に或いは他の遠隔地に、伝送して戻され
ることが出来る。通信リンクを利用する携帯受信機についてのもっと多くの詳細が米国特
許第５，８７４，９１４号の中で見つることが出来る。
【００６５】
　本発明の一実施例において、複合ＧＰＳ受信機はデータ処理システム（例、パーソナル
データ支援、或いは携帯コンピュータ）を含む（或いは、に結合される）。データ処理シ
ステムは、マイクロプロセッサ及びメモリ（例、ＲＯＭ、揮発性ＲＡＭ、不揮発性メモリ
）に結合されるバスを含む。バスは、種々様々のコンポーネントを一緒に相互接続し、又
、これらのコンポーネントを、ディスプレーコントローラ及びディスプレー装置に、又、
本技術分野で良く知られている周辺装置、例えば入力／出力（Ｉ／Ｏ）装置など、に、相
互接続する。バスは、ブリッジ、コントローラ、及び／又はアダプタを介して互いに接続
されている、又本技術分野で知られている、１以上のバスを含んでもよい。一実施例にお
いて、データ処理システムは通信ポート（例、ＵＳＢ（ユニバーサルシリアルバス）ポー
ト、ＩＥＥＥ－１３９４バス接続用ポート）を含む。本発明の一実施例においては、移動
局は、メモリ及びメモリ中に保存されているソフトウェアプログラムインストラクション
を使用して、無線アクセスポイントについてのロケーション情報を取り出し強化するため
に、無線アクセスポイントの（例、無線アクセスポイントのタイプに従い）ロケーション
及び識別情報（例、ＭＡＣアドレス）を保存する。一実施例においては、移動局は、通信
接続が確立されるとき、サーバへの伝送（例、通信ポート、或いは無線通信リンクを介し
て）のために、移動局のロケーション及び無線アクセスポピント識別情報の保存のみを行
う。
【００６６】
　本発明の方法及び装置は、ＧＰＳ衛星に関連して説明がされてきているが、説明したこ
とは、スードライト或いは衛星及びスードライトの組み合わせを利用するポジショニング
システムに、同様に適用可能である。スードライトは、典型的にはＬ-バンド搬送波で変
調され、一般的にはＧＰＳ時間に同期がとられる、（ＧＰＳ信号に似ている）ＰＮ符号を
ブロードキャストする地上送信機である。各送信機は、遠隔受信機による識別を許可する
ように固有のＰＮ符号が割り当てられることができる。スードライトは、軌道周回衛星か
らのＧＰＳ信号が利用できない場合、例えば、トンネル、鉱山、ビル、及び他の取り囲ま
れた地域など、の状況で有益である。ここで使用されているような、用語「衛星」は、ス
ードライト或いはスードライトの均等物を含むように意図されており、又、ここで使用さ
れているように、用語ＧＰＳ信号は、スードライト或いはスードライトの均等物からのＧ
ＰＳのような信号を含むように意図されている。
【００６７】
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　以上の説明では、本発明は、米国全地球測位衛星(the United States Global Position
ing Satellite)（ＧＰＳ）システムに関する適用に関連して説明されている。然しながら
、これらの方法は、同様な衛星ポジショニングシステム、特に、ロシアＧＬＯＮＡＳＳシ
ステムや提案された欧州Ｇａｌｉｌｅｏシステムに、同様に適用可能である。異なる擬似
ランダム符号を利用することによってではなく、寧ろ、わずかに異なる搬送周波数を利用
することにより異なる衛星からの放射が互いに区別される、という点で、ＧＬＯＮＡＳＳ
システムはＧＰＳシステムから主に異なる。この状況下においては、実質上全ての、前に
説明された回路とアルゴリズムが適用可能である。ここで使用の用語「ＧＰＳ」は、ロシ
アＧＬＯＮＡＳＳシステム、及び提案された欧州Ｇａｌｉｌｅｏシステムを含む、別の衛
星ポジショニングシステムを含む。
【００６８】
　上記例における動作は、特有のシーケンスで例証されているが、この説明から、種々様
々の異なる動作シーケンス及び変形が、上記例証された例に限定されることなく、使用さ
れ得ることは理解されるであろう。
【００６９】
　上記例は、本技術分野において知られた詳細のいくらかを説明せずに例証されているが
、上記説明において指摘されているように、これらの詳細は、刊行物、例えば、米国特許
第５，８１２，０８７号、第５，８４１，３９６号、第５，８７４，９１４号、第５，９
４５，９４４号、第５，９９９，１２４号、第６，０６１，０１８号、第６，２０８，２
９０号、及び６，２１５，４４２号、において見つけられることが出来、これらの全てが
ここでは参照することにより組み込まれている。
【００７０】
　上記明細書においては、本発明は、発明の特定の実施例に関して説明されている。特許
請求の範囲に記載された広い精神と範囲を逸脱することなく、種々様々の修正が行われ得
ることは、明らかであろう。本明細書及び図面は、従って、限定的な意味ではなく、むし
ろ説明的な意味として見なされるべきである。
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【手続補正書】
【提出日】平成22年9月3日(2010.9.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局を動作させる方法であって、
　前記移動局で、無線ローカルエリアネットワークの、双方向通信をサポートする、第一
無線アクセスポイントから伝送された１以上の第一信号を受け取ることと；
　前記１以上の第一信号の１以上の特性に少なくとも部分的に基づいて、前記移動局につ
いてのポジション情報を決定することと；
　前記移動局と、携帯電話無線ネットワークの第二無線アクセスポイントと、の間で１以
上の第二信号を伝達授受することと；
　前記携帯電話無線ネットワークの前記第二無線アクセスポイントを介して前記移動局の
ポジションを決定するために、前記移動局とサーバとの間で通信することと、なお、前記
ポジションは、前記ポジション情報に少なくとも部分的に基づいて決定される；
　を含む方法。
【請求項２】
　前記第一信号のうちの１つまたは複数の信号の、搬送周波数に少なくとも部分的に基づ
いて、前記移動局のローカルオシレータを調整すること、
　を更に含む前記請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方において、搬送周波数信号に固定
する、
　ことを更に含む前記請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方における搬送周波数信号と、前記
移動局の前記ローカルオシレータの周波数と、の間のオフセットを決定する、
　ことを更に含む前記請求項２記載の方法。
【請求項５】
前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方から正確な時間情報を取得する、
　ことを更に含む前記請求項１記載の方法。
【請求項６】
前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方に含まれるタイミングマーカーを決
定する、
　ことを更に含む前記請求項５記載の方法。
【請求項７】
前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方からシステム時間を決定する、
　ことを更に含む前記請求項５記載の方法。
【請求項８】
　前記第一無線アクセスポイントは、無線ローカルエリアネットワークの８０２．１１標
準規格に従い、前記移動局と通信する、前記請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記第二無線アクセスポイントは、無線携帯電話通信システムの基地局を備える、前記
請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　少なくとも１つの衛星ポジショニングシステム（ＳＰＳ）衛星からの信号から少なくと
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も１つの疑似距離測定を決定し、
　前記第一信号を使用する前記擬似距離測定から、又、前記少なくとも１つのＳＰＳ衛星
からの前記信号からの前記少なくとも１つの疑似距離測定から、前記移動局の前記ポジシ
ョンを決定する、
　ことを更に含む前記請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記サーバは、前記少なくとも１つの疑似距離測定及び前記距離測定を受け取り、前記
移動局のポジションを決定する、前記請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　前記サーバは、前記第二無線アクセスポイントを介し、ロケーション支援データを前記
移動局に供給する、前記請求項１０記載の方法。
【請求項１３】
　前記移動局は前記移動局のポジションを決定し、前記ロケーション支援データは、（ａ
）ＳＰＳ衛星用の推定ドップラー効果、又は（ｂ）前記移動局の推定ポジションを考慮し
てのＳＰＳ衛星リスト、又は（ｃ）衛星アルマナック情報、又は（ｄ）前記移動局の推定
ポジション、又は（ｅ）前記第一無線アクセスポイントのポジション、の少なくとも一つ
を備える、前記請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記移動局は、前記第一無線アクセスポイントと通信することの権限を前記無線ローカ
ルエリアネットワークのオペレータによって与えられておらず、前記第二無線アクセスポ
イントと通信することの権限を前記携帯電話無線ネットワークのオペレータによって与え
られている、前記請求項１記載の方法。
【請求項１５】
　前記ポジション情報は、前記移動局の前記ポジションの決定に使用される距離測定を備
えている、前記請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　前記第一無線アクセスポイントと前記第二無線アクセスポイントの両方は、権限を与え
られた移動局との双方向通信をサポートすることが出来る、前記請求項１記載の方法。
【請求項１７】
　前記第一無線アクセスポイントと前記第二無線アクセスポイントの各々は、
　ａ）ＴＤＭＡ（時分割多元接続）、
　ｂ）ＧＳＭ（汎欧州デジタル移動電話方式）、
　ｃ）ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）、
　ｄ）Ｗ－ＣＤＭＡ（広帯域符号分割多元接続）、
　ｅ）ＵＭＴＳ（統一移動体通信システム）、
　ｆ）ＴＤ－ＳＣＤＭＡ（時分割同期符号分割多元接続）、
　ｇ）ｉＤＥＮ（統合デジタル拡張ネットワーク）、
　ｈ）ＨＤＲ（高データレート）
　のうちの1つまたは複数を使用する、前記請求項１記載の方法。
【請求項１８】
　前記第一無線アクセスポイントは、
　ａ）無線ネットワークアクセス用のＩＥＥＥ８０２．１１、８０２．１５、８０２．１
６、及び８０２．２０標準規格のうちの１つまたは複数
　ｂ）ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）標準規格、
　ｃ）ＵＷＢ（超広帯域）標準規格
　のうちの1つまたは複数に従う、前記請求項１記載の方法。
【請求項１９】
　移動局を動作させる方法であって、
　前記移動局で、無線ローカルエリアネットワークの、双方向通信をサポートする、第一
無線アクセスポイントから伝送された１以上の第一信号を受け取ることと；
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　前記第一信号を使用して第一測定を決定することと；
　前記移動局と、携帯電話無線ネットワークの第二無線アクセスポイントと、の間で１以
上の第二信号を伝達授受することと；
　前記第二信号を使用して第二測定を決定することと；
　前記移動局によって受信された衛星ポジショニングシステム（ＳＰＳ）信号から衛星ポ
ジショニングシステム（ＳＰＳ）衛星までの疑似距離を決定することと；
　前記第一及び前記第二測定、及び前記疑似距離の使用を通し、前記移動局のポジション
を決定することと；
　を含む方法。
【請求項２０】
　前記第一信号のうちの１つまたは複数の信号の、搬送周波数に少なくとも部分的に基づ
いて、前記移動局のローカルオシレータを調整すること、
　を更に含む前記請求項１９記載の方法。
【請求項２１】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方において、搬送周波数信号に固定
する、
　ことを更に含む前記請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方における搬送周波数信号と、前記
移動局の前記ローカルオシレータの周波数と、の間のオフセットを決定する、
　ことを更に含む前記請求項２０記載の方法。
【請求項２３】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方から正確な時間情報を取得する、
　ことを更に含む前記請求項１９記載の方法。
【請求項２４】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方に含まれるタイミングマーカーを
決定する、
　ことを更に含む前記請求項２３記載の方法。
【請求項２５】
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方からシステム時間を決定する、
　ことを更に含む前記請求項２３記載の方法。
【請求項２６】
　前記第二無線アクセスポイントは、無線ローカルエリアネットワークの８０２．１１標
準規格に従い、前記移動局と通信する、前記請求項１９記載の方法。
【請求項２７】
　前記移動局は、前記第一及び前記第二測定を実行し、前記疑似距離及び前記ポジション
を決定する、前記請求項１９記載の方法。
【請求項２８】
　前記第一無線アクセスポイントと前記第二無線アクセスポイントのうちの少なくとも一
方は、ロケーション支援データを前記移動局に供給し、前記ロケーション支援データは、
（ａ）ＳＰＳ衛星用の推定ドップラー効果、又は（ｂ）前記移動局の推定ポジションを考
慮してのＳＰＳ衛星のリスト、又は（ｃ）衛星アルマナック情報、又は（ｄ）前記移動局
の推定ポジション、又は（ｅ）前記第一無線アクセスポイントのポジション、又は（ｆ）
前記第二無線アクセスポイントのポジション、の少なくとも一つを備える、前記請求項１
９記載の方法。
【請求項２９】
　前記移動局は、前記第一無線アクセスポイントと通信することの権限を前記無線ローカ
ルエリアネットワークのオペレータによって与えられておらず、前記第二無線アクセスポ
イントと通信することの権限を前記携帯電話無線ネットワークのオペレータによって与え
られている、前記請求項１９記載の方法。
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【請求項３０】
　前記第一無線アクセスポイントと前記第二無線アクセスポイントの両方は、権限を与え
られた移動局との双方向通信をサポートすることが出来る、前記請求項１９記載の方法。
【請求項３１】
　前記第一測定は、（ａ）前記移動局と前記第一無線アクセスポイントの間の通信に基づ
き前記移動局と前記第一無線アクセスポイントの間の距離を示す距離測定、又は（ｂ）信
号強度に関連する信号パラメータ、の少なくとも一方である、前記請求項２１９記載の方
法。
【請求項３２】
　前記第二信号は、前記第二無線アクセスポイントから前記移動局に伝送される、前記請
求項１９記載の方法。
【請求項３３】
　前記第二信号は、前記移動局から前記第二無線アクセスポイントに伝送される、前記請
求項１９記載の方法。
【請求項３４】
　移動局を動作させる方法であって、
　前記移動局で、前記移動局にとってアクセス可能な無線ローカルエリアネットワークの
第一無線アクセスポイントの識別情報を決定することと；
　前記識別情報を、携帯電話無線ネットワークの第二無線アクセスポイントを介し、前記
移動局のポジション決定の間に、前記移動局からリモートサーバに伝達することと；
　を含む方法。
【請求項３５】
　前記第一及び第二無線アクセスポイントは異なるエアインタフェースを使用し、前記第
一無線アクセスポイントは、前記無線ローカルエリアネットワークの第一グループノード
に通信上結合され、前記第二無線アクセスポイントは、前記携帯電話無線ネットワークの
第二グループノードに通信上結合されており、前記方法は、前記第一無線アクセスポイン
トからの１以上の信号の搬送周波数に少なくとも部分的に基づいて、前記移動局のローカ
ルオシレータを調整すること、を更に含む、前記請求項３４記載の方法。
【請求項３６】
　前記第一無線アクセスポイントは、前記第二無線アクセスポイントは、携帯電話基地局
を備える、前記請求項３５記載の方法。
【請求項３７】
　前記第二無線アクセスポイントは、
　ａ）ＴＤＭＡ（時分割多元接続）、
　ｂ）ＧＳＭ（汎欧州デジタル移動電話方式）、
　ｃ）ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）、
　ｄ）Ｗ－ＣＤＭＡ（広帯域符号分割多元接続）、
　ｅ）ＵＭＴＳ（統一移動体通信システム）、
　ｆ）ＴＤ－ＳＣＤＭＡ（時分割同期符号分割多元接続）、
　ｇ）ｉＤＥＮ（統合デジタル拡張ネットワーク）、
　ｈ）ＨＤＲ（高データレート）
　のうちの1つを使用する、前記請求項３６記載の方法。
【請求項３８】
　前記第一無線アクセスポイントは、
　ａ）無線ネットワークアクセス用のＩＥＥＥ８０２．１１、８０２．１５、８０２．１
６、及び８０２．２０標準規格のうちの１つ
　ｂ）ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ標準規格、
　ｃ）ＵＷＢ（超広帯域）標準規格
　のうちの1つに従う、前記請求項３６記載の方法。
【請求項３９】
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　前記無線ローカルエリアネットワークは、第一サービスプロバイダによって操作され、
前記携帯電話無線ネットワークは、第二サービスプロバイダによって操作される、前記請
求項３４記載の方法。
【請求項４０】
　前記第一無線アクセスポイントは双方向通信をサポートする、前記請求項３４記載の方
法。
【請求項４１】
　前記移動局と前記第一無線アクセスポイントとの間の距離を示すポジショニング情報を
決定し、
　前記移動局の前記ポジションを決定するために、前記第二無線アクセスポイントを介し
、前記ポジショニング情報を前記移動局から前記サーバに伝達する、
　ことを更に含む前記請求項３４記載の方法。
【請求項４２】
　前記ポジショニング情報は、前記第一無線アクセスポイントから伝送され前記移動局で
受信される信号に対する信号レベルのインジケーションを備える前記請求項４１記載の方
法。
【請求項４３】
　ＳＰＳ（衛星ポジショニングシステム）衛星までの疑似距離の測定を決定し、
　前記移動局のポジションを決定するために、前記第二無線アクセスポイントを介し、前
記移動局から前記サーバに、疑似距離の前記測定を伝達する、
　ことを更に含み、
　前記識別情報は、前記第一無線アクセスポイントのロケーションを決定するために使用
される、
　前記請求項４１記載の方法。
【請求項４４】
　前記第一無線アクセスポイントから伝送される信号に対する信号レベルのインジケーシ
ョンか、前記ＳＰＳ（衛星ポジショニングシステム）衛星までの疑似距離の前記測定かの
、少なくとも一方を使用し、前記移動局のポジションを決定する、
　ことを更に含む前記請求項４３記載の方法。
【請求項４５】
　前記第一無線アクセスポイントのポジションを、前記サーバから受信する、
　ことを更に含む前記請求項３４記載の方法。
【請求項４６】
　ポジション決定システムの移動局であって、
　前記移動局にとってアクセス可能な無線ローカルエリアネットワークの第一無線アクセ
スポイントから伝送される無線信号を受信する無線通信セクションと、
　前記無線ローカルエリアネットワークの前記第一無線アクセスポイントの識別情報を決
定するために、前記無線通信セクションに結合されているプロセッサと、
　を備え、
　前記無線通信セクションは、前記第一無線ネットワークとは異なる第二無線ネットワー
クの第二無線アクセスポイントを介し、前記移動局のポジション決定の間に、前記識別情
報を前記移動局から遠隔サーバに伝達する、
　移動局。
【請求項４７】
　前記第一及び第二無線アクセスポイントは異なるエアインタフェースを使用し、前記第
一無線アクセスポイントは、前記無線ローカルアリアネットワークの第一グループのノー
ドに通信上結合され、前記第二無線アクセスポイントは、前記携帯電話無線ネットワーク
の第二グループのノードに通信上結合されており、前記方法は、前記第一無線アクセスポ
イントからの１以上の信号の搬送周波数に少なくとも部分的に基づいて、前記移動局のロ
ーカルオシレータを調整すること、をさらに含む、前記請求項４６記載の移動局。
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【請求項４８】
　前記第二無線アクセスポイントは、携帯電話基地局を備える、前記請求項４７記載の移
動局。
【請求項４９】
　前記第二無線アクセスポイントは、
　ａ）ＴＤＭＡ（時分割多元接続）、
　ｂ）ＧＳＭ（汎欧州デジタル移動電話方式）、
　ｃ）ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）、
　ｄ）Ｗ－ＣＤＭＡ（広帯域符号分割多元接続）、
　ｅ）ＵＭＴＳ（統一移動体通信システム）、
　ｆ）ＴＤ－ＳＣＤＭＡ（時分割同期符号分割多元接続）、
　ｇ）ｉＤＥＮ（統合デジタル拡張ネットワーク）、
　ｈ）ＨＤＲ（高データレート）
　のうちの1つを使用する、前記請求項４８記載の移動局。
【請求項５０】
　前記第一無線アクセスポイントは、
　ａ）無線ローカルエリアネットワークアクセス用のＩＥＥＥ８０２標準規格、
　ｂ）ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ標準規格、
　ｃ）ＵＷＢ（超広帯域）標準規格
　のうちの1つに従う、前記請求項４８記載の移動局。
【請求項５１】
　前記第一無線ネットワークは、第一サービスプロバイダによって操作され、前記第二無
線ネットワークは、第二サービスプロバイダによって操作される、前記請求項４６記載の
移動局。
【請求項５２】
　前記第一無線アクセスポイントは双方向通信をサポートする、前記請求項４６記載の移
動局。
【請求項５３】
　前記プロセッサは更に、前記移動局と前記第一無線アクセスポイントとの間の距離を示
すポジショニング情報を決定し、前記無線通信セクションは、前記移動局の前記ポジショ
ンを決定するために、前記第二無線アクセスポイントを介し、前記ポジショニング情報を
前記移動局から前記サーバに伝達する、
　前記請求項４６記載の移動局。
【請求項５４】
　前記ポジショニング情報は、前記第一無線アクセスポイントから伝送され前記移動局で
受信される信号に対する信号レベルのインジケーションを備える前記請求項５３記載の移
動局。
【請求項５５】
　ＳＰＳ（衛星ポジショニングシステム）衛星までの疑似距離の測定を決定するために前
記プロセッサに結合されるＳＰＳ（衛星ポジショニングシステム）信号受信機を、更に備
え、
　前記無線通信セクションは、前記移動局のポジションを決定するために、前記第二無線
アクセスポイントを介し前記移動局から前記サーバに疑似距離の前記測定を伝達し、
　前記識別情報は、前記第一無線アクセスポイントのロケーションを決定するために使用
される、
　前記請求項５３記載の移動局。
【請求項５６】
　前記プロセッサは、前記第一無線アクセスポイントのポジションを、前記サーバから前
記通信セクションを介して受信する、
　前記請求項４６記載の移動局。
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【請求項５７】
　移動局であって、
　双方向通信をサポートする無線ローカルエリアネットワークの第一無線アクセスポイン
トから伝送される第一信号を受信し、携帯電話無線ネットワークの第二無線アクセスポイ
ントから伝送される第二信号を受信する無線通信セクションと、なお、前記移動局は、前
記第一信号を使用して距離測定を決定する；
　ＳＰＳ（衛星ポジショニングシステム）衛星までの疑似距離の測定を決定するために前
記無線通信セクションに結合されるＳＰＳ（衛星ポジショニングシステム）信号受信機と
；
　を備え、
　前記無線通信セクションは、前記第二無線ネットワークの前記第二無線アクセスポイン
トを介し前記移動局のポジションを決定するため、サーバと通信する、
　移動局。
【請求項５８】
　前記無線通信セクション及び前記ＳＰＳ信号受信機に結合されたローカルオシレータを
更に備え、
　前記ローカルオシレータは、前記第一信号のうちの１つまたは複数の信号の、搬送周波
数に少なくとも部分的に基づいて、前記無線通信セクションによって調整される、
　前記請求項５７記載の移動局。
【請求項５９】
　前記ローカルオシレータは、前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方にお
いて、搬送周波数信号に固定されている、前記請求項５８記載の移動局。
【請求項６０】
　前記無線通信セクションは、前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方から
正確な時間情報を取得する、前記請求項５７記載の移動局。
【請求項６１】
　前記正確な時間情報は、前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方のタイミ
ングマーカーから取得される、前記請求項６０記載の移動局。
【請求項６２】
　前記正確な時間情報は、前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方からのシ
ステム時間を備える、前記請求項６０記載の移動局。
【請求項６３】
　前記第一無線アクセスポイントは、無線携帯電話通信システムの基地局を備える、前記
請求項６２記載の移動局。
【請求項６４】
　前記サーバは、前記第二無線アクセスポイントを介し、ロケーション支援データを前記
移動局に供給する、前記請求項５７記載の移動局。
【請求項６５】
　前記移動局は前記移動局のポジションを決定し、前記ロケーション支援データは、（ａ
）ＳＰＳ衛星用の推定ドップラー効果、又は（ｂ）前記移動局の推定ポジションを考慮し
たＳＰＳ衛星リスト、又は（ｃ）衛星アルマナック情報、又は（ｄ）前記移動局の推定ポ
ジション、又は（ｅ）前記第一無線アクセスポイントのポジション、の少なくとも一つを
備える、前記請求項６４記載の移動局。
【請求項６６】
　前記移動局は、前記第一無線アクセスポイントと通信することの権限を前記無線ローカ
ルエリアネットワークのオペレータによって与えられておらず、前記第二無線アクセスポ
イントと通信することの権限を前記携帯電話無線ネットワークのオペレータによって与え
られている、前記請求項５７記載の移動局。
【請求項６７】
　前記距離測定は、前記移動局の前記ポジションの決定において使用される、前記請求項
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５７記載の方法。
【請求項６８】
　前記第一無線アクセスポイントと前記第二無線アクセスポイントの両方は、権限を与え
られた移動局との双方向通信をサポートすることが出来る、前記請求項５７記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　上記明細書においては、本発明は、発明の特定の実施例に関して説明されている。特許
請求の範囲に］記載された広い精神と範囲を逸脱することなく、種々様々の修正が行われ
得ることは、明らかであろう。本明細書及び図面は、従って、限定的な意味ではなく、む
しろ説明的な意味として見なされるべきである。
　以下に、本願発明の当初の特許請求の範囲に］記載された発明を付記する。
［１］
　移動局を操作する方法であって、
　前記移動局で、第一無線ネットワークの、双方向通信をサポートする、第一無線アクセ
スポイントから伝送された第一信号を受け取り、
　前記第一信号を使用して範囲測定を決定し、
　前記移動局と、前記第一無線ネットワークとは異なる第二無線ネットワークの第二無線
アクセスポイントと、の間で第二信号を伝達授受し、
　前記第二無線ネットワークの前記第二無線アクセスポイントを介して前記移動局のポジ
ションを決定するために、前記移動局とサーバとの間で通信する、
　ことを含む方法。
［２］
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方を使用して前記移動局のローカル
オシレータを調整する、
　ことを更に含む前記［１］記載の方法。
［３］
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方において、搬送周波数信号に固定
する、
　ことを更に含む前記［２］記載の方法。
［４］
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方における搬送周波数信号と、前記
移動局の前記ローカルオシレータの周波数と、の間のオフセットを決定する、
　ことを更に含む前記［２］記載の方法。
［５］
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方から正確な時間情報を取得する、
　ことを更に含む前記［１］記載の方法。
［６］
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方に含まれるタイミングマーカーを
決定する、
　ことを更に含む前記［５］記載の方法。
［７］
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方からシステム時間を決定する、
　ことを更に含む前記［５］記載の方法。
［８］
　前記第二無線アクセスポイントは、無線ローカルエリアネットワークの標準規格に従い
、前記移動局と通信する、前記［１］記載の方法。
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［９］
　前記第一無線アクセスポイントは、無線携帯電話通信システムの基地局を備える、前記
［８］記載の方法。
［１０］
　１以上の衛星ポジショニングシステム（ＳＰＳ）衛星からの信号から１以上の疑似範囲
測定を決定し、
　前記第一信号を使用する前記範囲測定から、又、前記１以上のＳＰＳ衛星からの信号か
らの前記１以上の疑似範囲測定から、前記移動局のポジションを決定する、
　ことを更に含む前記［１］記載の方法。
［１１］
　前記サーバは、前記１以上の疑似範囲測定及び前記範囲測定を受け取り、前記移動局の
ポジションを決定する、前記［１０］記載の方法。
［１２］
　前記サーバは、前記第二無線アクセスポイントを介し、ロケーション支援データを前記
移動局に供給する、前記［１０］記載の方法。
［１３］
　前記移動局は前記移動局のポジションを決定し、前記ロケーション支援データは、（ａ
）ＳＰＳ衛星用の推定ドップラー効果、又は（ｂ）前記移動局の推定ポジションを考慮し
てのＳＰＳ衛星リスト、又は（ｃ）衛星アルマナック情報、又は（ｄ）前記移動局の推定
ポジション、又は（ｅ）前記第一無線アクセスポイントのポジション、の少なくとも一つ
を備える、前記［１２］記載の方法。
［１４］
　前記移動局は、前記第一無線アクセスポイントと通信することの権限を前記第一無線ネ
ットワークのオペレータによって与えられておらず、前記第二無線アクセスポイントと通
信することの権限を前記第二無線ネットワークのオペレータによって与えられている、前
記［１］記載の方法。
［１５］
　前記第一無線アクセスポイントは第一携帯電話基地局であり、前記第二無線アクセスポ
イントは第二携帯電話基地局である前記［１４］記載の方法。
［１６］
　前記範囲測定は、前記移動局の前記ポジションの決定に使用される、前記［１］記載の
方法。
［１７］
　前記第一無線アクセスポイントと前記第二無線アクセスポイントの両方は、権限を与え
られた移動局との双方向通信をサポートすることが出来る、前記［１］記載の方法。
［１８］
　前記第一無線アクセスポイントと前記第二無線アクセスポイントの各々は、
　ａ）ＴＤＭＡ（時分割多元接続）、
　ｂ）ＧＳＭ（汎欧州デジタル移動電話方式）、
　ｃ）ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）、
　ｄ）Ｗ－ＣＤＭＡ（広帯域符号分割多元接続）、
　ｅ）ＵＭＴＳ（統一移動体通信システム）、
　ｆ）ＴＤ－ＳＣＤＭＡ（時分割同期符号分割多元接続）、
　ｇ）ｉＤＥＮ（統合デジタル拡張ネットワーク）、
　ｈ）ＨＤＲ（高データレート）
　のうちの1つを使用する、前記［１］記載の方法。
［１９］
　前記第二無線アクセスポイントは、無線携帯電話通信システムの基地局を備え、前記第
一無線アクセスポイントは、
　ａ）無線ネットワークアクセス用のＩＥＥＥ８０２．１１、８０２．１５、８０２．１
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６、及び８０２．２０標準規格のうちの一つ
　ｂ）ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）標準規格、
　ｃ）ＵＷＢ（超広帯域）標準規格
　のうちの1つに従う、前記［１］記載の方法。
［２０］
　移動局を操作する方法であって、
　前記移動局で、第一無線ネットワークの、双方向通信をサポートする、第一無線アクセ
スポイントから伝送された第一信号を受け取り、
　前記第一信号を使用して第一測定を決定し、
　前記移動局と、前記第一無線ネットワークとは異なる第二無線ネットワークの第二無線
アクセスポイントと、の間で第二信号を伝達授受し、
　前記第二信号を使用して第二測定を決定し、
　前記移動局によって受信された衛星ポジショニングシステム（ＳＰＳ）信号から衛星ポ
ジショニングシステム（ＳＰＳ）衛星までの疑似範囲を決定し、
　前記第一及び前記第二測定、及び前記疑似範囲の使用を通し、前記移動局のポジション
を決定する、
　ことを含む方法。
［２１］
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方を使用して前記移動局のローカル
オシレータを調整する、
　ことを更に含む前記［２０］記載の方法。
［２２］
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方において、搬送周波数信号に固定
する、
　ことを更に含む前記［２１］記載の方法。
［２３］
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方における搬送周波数信号と、前記
移動局の前記ローカルオシレータの周波数と、の間のオフセットを決定する、
　ことを更に含む前記［２１］記載の方法。
［２４］
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方から正確な時間情報を取得する、
　ことを更に含む前記［２０］記載の方法。
［２５］
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方に含まれるタイミングマーカーを
決定する、
　ことを更に含む前記［２４］記載の方法。
［２６］
　前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方からシステム時間を決定する、
　ことを更に含む前記［２４］記載の方法。
［２７］
　前記第二無線アクセスポイントは、無線ローカルエリアネットワークの標準規格に従い
、前記移動局と通信する、前記［２０］記載の方法。
［２８］
　前記第一無線アクセスポイントは、無線携帯電話通信システムの基地局を備える、前記
［２７］記載の方法。
［２９］
　前記移動局は、前記第一及び前記第二測定を実行し、前記疑似範囲及び前記ポジション
を決定する、前記［２０］記載の方法。
［３０］
　前記第一無線アクセスポイントと前記第二無線アクセスポイントのうちの少なくとも一
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方は、ロケーション支援データを前記移動局に供給し、前記ロケーション支援データは、
（ａ）ＳＰＳ衛星用の推定ドップラー効果、又は（ｂ）前記移動局の推定ポジションを考
慮してのＳＰＳ衛星のリスト、又は（ｃ）衛星アルマナック情報、又は（ｄ）前記移動局
の推定ポジション、又は（ｅ）前記第一無線アクセスポイントのポジション、又は（ｆ）
前記第二無線アクセスポイントのポジション、の少なくとも一つを備える、前記［２０］
記載の方法。
［３１］
　前記移動局は、前記第一無線アクセスポイントと通信することの権限を前記第一無線ネ
ットワークのオペレータによって与えられておらず、前記第二無線アクセスポイントと通
信することの権限を前記第二無線ネットワークのオペレータによって与えられている、前
記［２０］記載の方法。
［３２］
　前記第一無線アクセスポイントは第一携帯電話基地局であり、前記第二無線アクセスポ
イントは第二携帯電話基地局である、前記［３１］記載の方法。
［３３］
　前記第一無線アクセスポイントと前記第二無線アクセスポイントの両方は、権限を与え
られた移動局との双方向通信をサポートすることが出来る、前記［２０］記載の方法。
［３４］
　前記第一測定は、（ａ）前記移動局と前記第一無線アクセスポイントの間の通信に基づ
き前記移動局と前記第一無線アクセスポイントの間の距離を示す範囲測定、又は（ｂ）信
号強度に関連する信号パラメータ、の少なくとも一方である、前記［２０］記載の方法。
［３５］
　前記第二信号は、前記第二無線アクセスポイントから前記移動局に伝送される、前記［
２０］記載の方法。
［３６］
　前記第二信号は、前記移動局から前記第二無線アクセスポイントに伝送される、前記［
２０］記載の方法。
［３７］
　移動局を操作する方法であって、
　前記移動局で、前記移動局にとってアクセス可能な第一無線ネットワークの第一無線ア
クセスポイントの識別情報を決定し、
　前記識別情報を、前記第一無線ネットワークとは異なる第二無線ネットワークの第二無
線アクセスポイントを介し、前記移動局のポジション決定の間に、前記移動局からリモー
トサーバに伝達する、
　ことを含む方法。
［３８］
　前記第一及び第二無線アクセスポイントは異なるエアインタフェースを使用し、前記第
一無線アクセスポイントは、前記第一無線ネットワークの第一グループノードに通信上結
合され、前記第二無線アクセスポイントは、前記第二無線ネットワークの第二グループノ
ードに通信上結合される、前記［３７］記載の方法。
［３９］
　前記第一無線アクセスポイントは、前記第一無線ネットワークのローカルエリアネット
ワークをアクセスするためのものであり、前記第二無線アクセスポイントは、無線電話シ
ステム用の携帯電話基地局を備える、前記［３８］記載の方法。
［４０］
　前記第一無線アクセスポイントは、前記第一無線ネットワークのローカルエリアネット
ワークをアクセスするためのものであり、前記第二無線アクセスポイントは、前記第二無
線ネットワークの広域ネットワークをアクセスするためのものである、前記［３８］記載
の方法。
［４１］
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　前記第二無線アクセスポイントは、
　ａ）ＴＤＭＡ（時分割多元接続）、
　ｂ）ＧＳＭ（汎欧州デジタル移動電話方式）、
　ｃ）ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）、
　ｄ）Ｗ－ＣＤＭＡ（広帯域符号分割多元接続）、
　ｅ）ＵＭＴＳ（統一移動体通信システム）、
　ｆ）ＴＤ－ＳＣＤＭＡ（時分割同期符号分割多元接続）、
　ｇ）ｉＤＥＮ（統合デジタル拡張ネットワーク）、
　ｈ）ＨＤＲ（高データレート）
　のうちの1つを使用する、前記［３９］記載の方法。
［４２］
　前記第一無線アクセスポイントは、
　ａ）無線ネットワークアクセス用のＩＥＥＥ８０２．１１、８０２．１５、８０２．１
６、及び８０２．２０標準規格のうちの一つ
　ｂ）ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ標準規格、
　ｃ）ＵＷＢ（超広帯域）標準規格
　のうちの1つに従う、前記［３９］記載の方法。
［４３］
　前記第一無線ネットワークは、第一サービスプロバイダによって操作され、前記第二無
線ネットワークは、第二サービスプロバイダによって操作される、前記［３７］記載の方
法。
［４４］
　前記第一無線アクセスポイントは双方向通信をサポートする、前記［３７］記載の方法
。
［４５］
　前記移動局と前記第一無線アクセスポイントとの間の距離を示すポジショニング情報を
決定し、
　前記移動局の前記ポジションを決定するために、前記第二無線アクセスポイントを介し
、前記ポジショニング情報を前記移動局から前記サーバに伝達する、
　ことを更に含む前記［３７］記載の方法。
［４６］
　前記ポジショニング情報は、前記第一無線アクセスポイントから伝送され前記移動局で
受信される信号に対する信号レベルのインジケーションを備える前記［４５］記載の方法
。
［４７］
　ＳＰＳ（衛星ポジショニングシステム）衛星までの疑似範囲の測定を決定し、
　前記移動局のポジションを決定するために、前記第二無線アクセスポイントを介し、前
記移動局から前記サーバに、疑似範囲の前記測定を伝達する、
　ことを更に含み、
　前記識別情報は、前記第一無線アクセスポイントのロケーションを決定するために使用
される、
　前記［４５］記載の方法。
［４８］
　前記第一無線アクセスポイントから伝送される信号に対する信号レベルのインジケーシ
ョンか、前記ＳＰＳ（衛星ポジショニングシステム）衛星までの疑似範囲の前記測定かの
、少なくとも一方を使用し、前記移動局のポジションを決定する、
　ことを更に含む前記［４７］記載の方法。
［４９］
　前記第一無線アクセスポイントのポジションを、前記サーバから受信する、
　ことを更に含む前記［３７］記載の方法。
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［５０］
　ポジション決定システムの移動局であって、
　前記移動局にとってアクセス可能な第一無線ネットワークの第一無線アクセスポイント
から伝送される無線信号を受信する無線通信セクションと、
　前記第一無線ネットワークの前記第一無線アクセスポイントの識別情報を決定するため
に、前記無線通信セクションに結合されているプロセッサと、
　を備え、
　前記無線通信セクションは、前記第一無線ネットワークとは異なる第二無線ネットワー
クの第二無線アクセスポイントを介し、前記移動局のポジション決定の間に、前記識別情
報を前記移動局から遠隔サーバに伝達する、
　移動局。
［５１］
　前記第一及び第二無線アクセスポイントは異なるエアインタフェースを使用し、前記第
一無線アクセスポイントは、前記第一無線ネットワークの第一グループのノードに通信上
結合され、前記第二無線アクセスポイントは、前記第二無線ネットワークの第二グループ
のノードに通信上結合されている、前記［５０］記載の移動局。
［５２］
　前記第一無線アクセスポイントは、前記第一無線ネットワークのローカルエリアネット
ワークをアクセスするためのものであり、前記第二無線アクセスポイントは、無線電話シ
ステム用の携帯電話基地局を備える、前記［５１］記載の移動局。
［５３］
　前記第二無線アクセスポイントは、
　ａ）ＴＤＭＡ（時分割多元接続）、
　ｂ）ＧＳＭ（汎欧州デジタル移動電話方式）、
　ｃ）ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）、
　ｄ）Ｗ－ＣＤＭＡ（広帯域符号分割多元接続）、
　ｅ）ＵＭＴＳ（統一移動体通信システム）、
　ｆ）ＴＤ－ＳＣＤＭＡ（時分割同期符号分割多元接続）、
　ｇ）ｉＤＥＮ（統合デジタル拡張ネットワーク）、
　ｈ）ＨＤＲ（高データレート）
　のうちの1つを使用する、前記［５２］記載の移動局。
［５４］
　前記第一無線アクセスポイントは、
　ａ）無線ローカルエリアネットワークアクセス用のＩＥＥＥ８０２標準規格、
　ｂ）ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ標準規格、
　ｃ）ＵＷＢ（超広帯域）標準規格
　のうちの1つに従う、前記［５２］記載の移動局。
［５５］
　前記第一無線ネットワークは、第一サービスプロバイダによって操作され、前記第二無
線ネットワークは、第二サービスプロバイダによって操作される、前記［５０］記載の移
動局。
［５６］
　前記第一無線アクセスポイントは双方向通信をサポートする、前記［５０］記載の移動
局。
［５７］
　前記プロセッサは更に、前記移動局と前記第一無線アクセスポイントとの間の距離を示
すポジショニング情報を決定し、前記無線通信セクションは、前記移動局の前記ポジショ
ンを決定するために、前記第二無線アクセスポイントを介し、前記ポジショニング情報を
前記移動局から前記サーバに伝達する、
　前記［５０］記載の移動局。
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［５８］
　前記ポジショニング情報は、前記第一無線アクセスポイントから伝送され前記移動局で
受信される信号に対する信号レベルのインジケーションを備える前記［５７］記載の移動
局。
［５９］
　ＳＰＳ（衛星ポジショニングシステム）衛星までの疑似範囲の測定を決定するために前
記プロセッサに結合されるＳＰＳ（衛星ポジショニングシステム）信号受信機を、更に備
え、
　前記無線通信セクションは、前記移動局のポジションを決定するために、前記第二無線
アクセスポイントを介し前記移動局から前記サーバに疑似範囲の前記測定を伝達し、
　前記識別情報は、前記第一無線アクセスポイントのロケーションを決定するために使用
される、
　前記［５７］記載の移動局。
［６０］
　前記プロセッサは、前記第一無線アクセスポイントのポジションを、前記サーバから前
記通信セクションを介して受信する、
　前記［５０］記載の移動局。
［６１］
　移動局であって、
　双方向通信をサポートする第一無線ネットワークの第一無線アクセスポイントから伝送
される第一信号を受信し、前記第一無線ネットワークとは異なる第二無線ネットワークの
第二無線アクセスポイントから伝送される第二信号を受信し、前記移動局が前記第一信号
を使用して範囲測定を決定する、無線通信セクションと、
　ＳＰＳ（衛星ポジショニングシステム）衛星までの疑似範囲の測定を決定するために前
記無線通信セクションに結合されるＳＰＳ（衛星ポジショニングシステム）信号受信機と
、
　を備え、
　前記無線通信セクションは、前記第二無線ネットワークの前記第二無線アクセスポイン
トを介し前記移動局のポジションを決定するため、サーバと通信する、
　移動局。
［６２］
　前記無線通信セクション及び前記ＳＰＳ信号受信機に結合されたローカルオシレータを
更に備え、
　前記ローカルオシレータは、前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方を使
用して前記無線通信セクションによって調整される、
　前記［６１］記載の移動局。
［６３］
　前記ローカルオシレータは、前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方にお
いて、搬送周波数信号に固定されている、前記［６２］記載の移動局。
［６４］
　前記無線通信セクションは、前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方から
正確な時間情報を取得する、前記［６１］記載の移動局。
［６５］
　前記正確な時間情報は、前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方のタイミ
ングマーカーから取得される、前記［６４］記載の移動局。
［６６］
　前記正確な時間情報は、前記第一信号と前記第二信号のうちの少なくとも一方からのシ
ステム時間を備える、前記［６４］記載の移動局。
［６７］
　前記無線通信セクションは、無線ローカルエリアネットワークの標準規格に従い、前記
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第二無線アクセスポイントと通信する、前記［６１］記載の移動局。
［６８］
　前記第一無線アクセスポイントは、無線携帯電話通信システムの基地局を備える、前記
［６７］記載の移動局。
［６９］
　前記サーバは、前記第二無線アクセスポイントを介し、ロケーション支援データを前記
移動局に供給する、前記［６１］記載の移動局。
［７０］
　前記移動局は前記移動局のポジションを決定し、前記ロケーション支援データは、（ａ
）ＳＰＳ衛星用の推定ドップラー効果、又は（ｂ）前記移動局の推定ポジションを考慮し
たＳＰＳ衛星リスト、又は（ｃ）衛星アルマナック情報、又は（ｄ）前記移動局の推定ポ
ジション、又は（ｅ）前記第一無線アクセスポイントのポジション、の少なくとも一つを
備える、前記［６９］記載の移動局。
［７１］
　前記移動局は、前記第一無線アクセスポイントと通信することの権限を前記第一無線ネ
ットワークのオペレータによって与えられておらず、前記第二無線アクセスポイントと通
信することの権限を前記第二無線ネットワークのオペレータによって与えられている、前
記［６１］記載の移動局。
［７２］
　前記第一無線アクセスポイントは第一携帯電話基地局であり、前記第二無線アクセスポ
イントは第二携帯電話基地局である前記［７１］記載の移動局。
［７３］
　前記範囲測定は、前記移動局の前記ポジションの決定において使用される、前記［６１
］記載の方法。
［７４］
　前記第一無線アクセスポイントと前記第二無線アクセスポイントの両方は、権限を与え
られた移動局との双方向通信をサポートすることが出来る、前記［６１］記載の方法。
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