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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
無線通信デバイスであって、
　第１のデータ源から衛星測位システム（ＳＰＳ）信号を取得するためのＳＰＳ受信機で
あって、前記ＳＰＳ信号は、ＳＰＳ時間データと、ＳＰＳ周波数データと、ＳＰＳ位置デ
ータと、を備えるＳＰＳ受信機と、
　マクロネットワークと通信可能な通信バックホールのためのバックホールインタフェー
スと、
　（ａ）アクセス端末（ＡＴ）、（ｂ）前記通信バックホールを介する前記マクロネット
ワーク、（ｃ）前記マクロネットワークと通信可能な基地局、及び（ｄ）代替データ源の
うちの少なくとも１つと通信するためのトランシーバモジュールと、
　内部クロックと、
　前記ＳＰＳ受信機、前記バックホールインタフェース、前記トランシーバモジュール、
及び前記内部クロックと動作可能な形で結合された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサと動作可能な形で結合され及び前記少なくとも１つの
プロセッサが、
　　前記ＳＰＳ時間データに基づいてＳＰＳ時間誤差を決定し、
　　前記ＳＰＳ周波数データに基づいてＳＰＳ周波数誤差を決定し、
　　前記ＳＰＳ位置データに基づいてＳＰＳ位置誤差を決定し、
　　前記ＳＰＳ時間誤差が時間誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記ＳＰＳ
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時間データに少なくとも部分的に基づいて前記内部クロックを同期化し、
　　前記ＳＰＳ周波数誤差が周波数誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記Ｓ
ＰＳ周波数データに少なくとも部分的に基づいて周波数基準を入手し、
　　前記ＳＰＳ位置誤差が位置誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記ＳＰＳ
位置データに少なくとも部分的に基づいて前記無線通信デバイスの位置を推定し、及び
　　第２の時間データ、第２の周波数データ及び第２の位置データのうちの少なくとも１
つを入手するために前記トランシーバモジュールを介して第２のデータ源と通信するため
の実行可能な符号を備えるメモリモジュールと、を備える、無線通信デバイス。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、（ｉ）前記ＳＰＳ時間データ及び前記第２の時間
データ、（ｉｉ）前記ＳＰＳ周波数データ及び前記第２の周波数データ、及び（ｉｉｉ）
前記ＳＰＳ位置データ及び前記第２の位置データのうちの少なくとも１つを比較すること
によって前記第１のデータ源および前記第２のデータ源の相対的信頼性を決定する請求項
１に記載の無線通信デバイス。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記相対的信頼性に基づいて前記第１のデータ源
および前記第２のデータ源のうちの１つからの情報により大きい重みを与える請求項２に
記載の無線通信デバイス。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記相対的信頼性に基づいて前記第１のデータ源
および前記第２のデータ源のうちの選択された１つからの情報を利用する請求項２に記載
の無線通信デバイス。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記第２の時間データに基づいて第２の時間誤差を決定し、
　前記第２の周波数データに基づいて第２の周波数誤差を決定し、
　前記第２の位置データに基づいて第２の位置誤差を決定し、
　前記第２の時間誤差が前記時間誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記第２
の時間データに少なくとも部分的に基づいて前記内部クロックを同期化し、
　前記第２の周波数誤差が前記周波数誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記
第２の周波数データに少なくとも部分的に基づいて前記周波数基準を入手し、
　前記第２の位置誤差が前記位置誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記第２
の位置データに少なくとも部分的に基づいて前記無線通信デバイスの前記位置を推定し、
及び
　第３のデータ源から第３の時間データ、第３の周波数データ及び第３の位置データのう
ちの少なくとも１つを入手するために前記トランシーバモジュールを介して前記第３のデ
ータ源と通信する請求項１に記載の無線通信デバイス。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、（ｉ）前記第２の時間データ及び前記第３の時間
データ、（ｉｉ）前記第２の周波数データ及び前記第３の周波数データ、及び（ｉｉｉ）
前記第２の位置データ及び前記第３の位置データのうちの少なくとも１つを比較すること
によって前記第２のデータ源および前記第３のデータ源の相対的信頼性を決定する請求項
５に記載の無線通信デバイス。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記相対的信頼性に基づいて前記第２のデータ源
および前記第３のデータ源のうちの１つからの情報により大きい重みを与える請求項６に
記載の無線通信デバイス。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記相対的信頼性に基づいて前記第２のデータ源
および前記第３のデータ源のうちの選択された１つからの情報を利用する請求項６に記載
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の無線通信デバイス。
【請求項９】
　前記第２のデータ源は、前記マクロネットワークのセルサイトを備え、前記第３のデー
タ源は、前記マクロネットワークの他のセルサイトを備える請求項６に記載の無線通信デ
バイス。
【請求項１０】
　前記第１のデータ源は、全地球測位衛星（ＧＰＳ）システムの複数の衛星を備える請求
項１に記載の無線通信デバイス。
【請求項１１】
　前記ＳＰＳ時間データは、前記ＧＰＳシステムのＧＰＳ信号に含まれるＧＰＳタイムス
タンプを備え、
　前記ＳＰＳ周波数データは、前記ＧＰＳ信号に含まれるＧＰＳ周波数基準を備える請求
項１０に記載の無線通信デバイス。
【請求項１２】
　前記第１のデータ源は、アシステッドＧＰＳ（Ａ－ＧＰＳ）システムを備える請求項１
に記載の無線通信デバイス。
【請求項１３】
　前記トランシーバモジュールは、前記通信バックホールを介して衛星アルマナック及び
天体暦情報をダウンロードし、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＳＰＳ受信機が前記無線通信デバイスの前記
位置及びＧＰＳ時間のうちの少なくとも１つを推定するのを援助するために前記ダウンロ
ードされた情報を用いる請求項１２に記載の無線通信デバイス。
【請求項１４】
　前記第２のデータ源は、前記マクロネットワークのセルサイトを備える請求項１に記載
の無線通信デバイス。
【請求項１５】
　前記トランシーバモジュールは、前記セルサイトからパイロット信号および同期チャネ
ル信号のうちの少なくとも１つを受信する請求項１４に記載の無線通信デバイス。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記パイロット信号および前記同期チャネル信号のうちの前記少なくとも１つに基づい
て前記セルサイトのセル位置を決定し、及び
　前記セル位置を前記無線通信デバイスの前記位置に関する開始推定値として用いる請求
項１５に記載の無線通信デバイス。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記パイロット信号および前記同期チャネル信号
のうちの少なくとも１つから擬似距離情報を計算する請求項１５に記載の無線通信デバイ
ス。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記無線通信デバイスの前記位置及びＧＰＳ時間
のうちの少なくとも１つを推定するために前記擬似距離情報を用いる請求項１７に記載の
無線通信デバイス。
【請求項１９】
　前記第２のデータ源は、地上航法システムを備える請求項１に記載の無線通信デバイス
。
【請求項２０】
　前記地上航法システムは、長距離電波航法－Ｃ（ＬＯＲＡＮ－Ｃ）システムを備える請
求項１９に記載の無線通信デバイス。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、ＬＯＲＡＮ－Ｃ局からのＬＯＲＡＮ－Ｃ信号に少
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なくとも部分的に基づいて擬似距離情報を計算する請求項２０に記載の無線通信デバイス
。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記無線通信デバイスの前記位置及びＧＰＳ時間のうちの少なくとも１つを推定するた
めに前記擬似距離情報を使用し、及び
　前記無線通信デバイスの前記位置に少なくとも部分的に基づいて局部発振器を統制し及
びＧＰＳ時間を追跡するために前記ＬＯＲＡＮ－Ｃ信号を用いる請求項２１に記載の無線
通信デバイス。
【請求項２３】
　前記第２のデータ源は、前記通信バックホールを介して前記無線通信デバイスと通信可
能なサーバを備える請求項１に記載の無線通信デバイス。
【請求項２４】
　前記サーバは、ネットワーク時間プロトコル（ＮＴＰ）及び高精度時間プロトコル（Ｐ
ＴＰ）のうちの少なくとも１つを備える請求項２３に記載の無線通信デバイス。
【請求項２５】
　前記トランシーバモジュールは、
　前記通信バックホールを介して前記サーバに擬似距離情報およびローカルクロック情報
を送信し、及び
　（ａ）前記無線通信デバイスの推定された位置及び（ｂ）推定されたＧＰＳ時間のうち
の少なくとも１つを前記サーバから受信し、前記無線通信デバイスの前記推定された位置
及び前記推定されたＧＰＳ時間のうちの前記少なくとも１つは、前記擬似距離情報および
前記ローカルクロック情報に少なくとも部分的に基づく請求項２４に記載の無線通信デバ
イス。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、高度順方向リンク三辺測量（ＡＦＬＴ）を実装す
る請求項２５に記載の無線通信デバイス。
【請求項２７】
　前記第２のデータ源は、ＧＰＳ時間、前記周波数基準、及び前記無線通信デバイスの前
記位置のうちの少なくとも１つに関するユーザ入力データを受信するように構成されたユ
ーザ入力インタフェースを備える請求項１に記載の無線通信デバイス。
【請求項２８】
　前記第２のデータ源は、ＧＰＳ時間、前記周波数基準、及び前記無線通信デバイスの前
記位置のうちの少なくとも１つに関する外部パルスデータを受信するように構成された外
部ハードウェアインタフェースを備える請求項１に記載の無線通信デバイス。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記通信バックホールと関連付けられたインター
ネットプロトコル（ＩＰ）アドレスに少なくとも部分的に基づいて前記無線通信デバイス
の前記位置を推定する請求項１に記載の無線通信デバイス。
【請求項３０】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記無線通信デバイスの前記位置の変化を検出す
ることに応答して、前記変化をホストセルラーネットワークに通知する請求項１に記載の
無線通信デバイス。
【請求項３１】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＳＰＳ受信機が信頼できるＳＰＳ信号を取得
できないことに応答して前記第２のデータ源と通信する請求項１に記載の無線通信デバイ
ス。
【請求項３２】
　前記ＳＰＳ受信機が信頼できるＳＰＳ信号を取得できないことは、（ｉ）前記ＳＰＳ時
間誤差が前記時間誤差スレショルドを超えている、（ｉｉ）前記ＳＰＳ周波数誤差が前記
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周波数誤差スレショルドを超えている、及び（ｉｉｉ）前記ＳＰＳ位置誤差が前記位置誤
差スレショルドを超えている、のうちの少なくとも１つを備える請求項３１に記載の無線
通信デバイス。
【請求項３３】
　前記トランシーバモジュールは、前記ＳＰＳ受信機が信頼できるＳＰＳ信号を取得でき
ないことを、前記通信バックホールを介して、前記マクロネットワークのサーバに連絡す
る請求項３１に記載の無線通信デバイス。
【請求項３４】
　（ｉ）前記時間誤差スレショルド、（ｉｉ）前記周波数誤差スレショルド、及び（ｉｉ
ｉ）前記位置誤差スレショルドのうちの少なくとも１つは、第１の値及び第２の値の両方
を備え、前記第２の値は前記第１の値より大きい、請求項１に記載の無線通信デバイス。
【請求項３５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　与えられた受信されたデータに関する与えられた誤差を決定し、
　前記与えられた誤差が前記第１の値を超えないことに応答して、少なくとも１つの計算
のために前記与えられた受信されたデータを使用し、
　前記与えられた誤差が前記第１の値を超えることに応答して、第１の定義された動作を
し、ここで、前記第１の定義された動作は、前記少なくとも１つの計算のために前記与え
られた受信されたデータとともに他の受信されたデータを用いることを備える、及び
　前記与えられた誤差が前記第２の値を超えることに応答して、第２の定義された動作を
する、ここで、前記第２の定義された動作は、前記与えられた受信されたデータの非信頼
性に関して前記マクロネットワークのサーバに通知することを備える、請求項３４に記載
の無線通信デバイス。
【請求項３６】
　受信されたデータの少なくとも一部は、前記ＳＰＳ時間データ、前記ＳＰＳ周波数デー
タ、及び前記ＳＰＳ位置データのうちの少なくとも１つを備える請求項１に記載の無線通
信デバイス。
【請求項３７】
　前記基地局は、マクロ基地局及びＡＰ基地局のうちの１つを備える請求項１に記載の無
線通信デバイス。
【請求項３８】
　第１のデータ源からＳＰＳ信号を受信することであって、前記ＳＰＳ信号は、ＳＰＳ時
間データと、ＳＰＳ周波数データと、ＳＰＳ位置データと、を備えることと、
　マクロネットワークと通信可能な通信バックホールとインタフェースすることと、
　（ａ）アクセス端末（ＡＴ）、（ｂ）前記通信バックホールを介する前記マクロネット
ワーク、（ｃ）前記マクロネットワークと通信可能な基地局、及び（ｄ）代替データ源の
うちの少なくとも１つと通信することと、
　前記ＳＰＳ時間データに基づいてＳＰＳ時間誤差を決定することと、
　前記ＳＰＳ周波数データに基づいてＳＰＳ周波数誤差を決定することと、
　前記ＳＰＳ位置データに基づいてＳＰＳ位置誤差を決定することと、
　前記ＳＰＳ時間誤差が時間誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記ＳＰＳ時
間データに少なくとも部分的に基づいて内部クロックを同期化することと、
　前記ＳＰＳ周波数誤差が周波数誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記ＳＰ
Ｓ周波数データに少なくとも部分的に基づいて周波数基準を入手することと、
　前記ＳＰＳ位置誤差が位置誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記ＳＰＳ位
置データに少なくとも部分的に基づいて無線通信デバイスの位置を推定することと、
　第２の時間データ、第２の周波数データ及び第２の位置データのうちの少なくとも１つ
を第２のデータ源から入手することと、を備える、ＡＰ基地局による自己タイミング及び
自己位置特定を容易にするための方法。
【請求項３９】
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　（ｉ）前記ＳＰＳ時間データ及び前記第２の時間データ、（ｉｉ）前記ＳＰＳ周波数デ
ータ及び前記第２の周波数データ、及び（ｉｉｉ）前記ＳＰＳ位置データ及び前記第２の
位置データのうちの少なくとも１つを比較することによって前記第１のデータ源および前
記第２のデータ源の相対的信頼性を決定することをさらに備える請求項３８に記載の方法
。
【請求項４０】
　前記相対的信頼性に基づいて前記第１のデータ源および前記第２のデータ源のうちの１
つからの情報により大きい重みを与えることをさらに備える請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記相対的信頼性に基づいて前記第１のデータ源および前記第２のデータ源のうちの選
択された１つからの情報を利用することをさらに備える請求項３９に記載の方法。
【請求項４２】
　前記第２の時間データに基づいて第２の時間誤差を決定することと、
　前記第２の周波数データに基づいて第２の周波数誤差を決定することと、
　前記第２の位置データに基づいて第２の位置誤差を決定することと、
　前記第２の時間誤差が前記時間誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記第２
の時間データに少なくとも部分的に基づいて前記内部クロックを同期化することと、
　前記第２の周波数誤差が前記周波数誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記
第２の周波数データに少なくとも部分的に基づいて前記周波数基準を入手することと、
　前記第２の位置誤差が前記位置誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記第２
の位置データに少なくとも部分的に基づいて前記無線通信デバイスの前記位置を推定する
ことと、
　第３のデータ源から第３の時間データ、第３の周波数データ及び第３の位置データのう
ちの少なくとも１つを入手するためにトランシーバモジュールを介して前記第３のデータ
源と通信することと、をさらに備える請求項３８に記載の方法。
【請求項４３】
　（ｉ）前記第２の時間データ及び前記第３の時間データ、（ｉｉ）前記第２の周波数デ
ータ及び前記第３の周波数データ、及び（ｉｉｉ）前記第２の位置データ及び前記第３の
位置データのうちの少なくとも１つを比較することによって前記第２のデータ源および前
記第３のデータ源の相対的信頼性を決定することをさらに備える請求項４２に記載の方法
。
【請求項４４】
　前記相対的信頼性に基づいて前記第２のデータ源および前記第３のデータ源のうちの１
つからの情報により大きい重みを与えることをさらに備える請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　前記相対的信頼性に基づいて前記第２のデータ源および前記第３のデータ源のうちの選
択された１つからの情報を利用することをさらに備える請求項４３に記載の方法。
【請求項４６】
　前記第２のデータ源から入手することは、前記マクロネットワークのセルサイトから入
手することを備える請求項３８に記載の方法。
【請求項４７】
　前記セルサイトから入手することは、前記セルサイトからパイロット信号および同期チ
ャネル信号のうちの少なくとも１つを受信することを備える請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
　前記パイロット信号および前記同期チャネル信号のうちの前記少なくとも１つに基づい
て前記セルサイトのセル位置を決定することと、
　前記セル位置を前記ＡＰ基地局の位置に関する開始推定値として用いることと、をさら
に備える請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　前記パイロット信号および前記同期チャネル信号のうちの少なくとも１つから擬似距離
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情報を計算することをさらに備える請求項４７に記載の方法。
【請求項５０】
　前記第２のデータ源から入手することは、長距離電波航法－Ｃ（ＬＯＲＡＮ－Ｃ）シス
テムから入手することを備える請求項３８に記載の方法。
【請求項５１】
　ＬＯＲＡＮ－Ｃ局からのＬＯＲＡＮ－Ｃ信号に少なくとも部分的に基づいて擬似距離情
報を計算することと、
　前記ＡＰ基地局の位置及びＧＰＳ時間のうちの少なくとも１つを推定するために前記擬
似距離情報を用いることと、
　前記ＡＰ基地局の前記位置に少なくとも部分的に基づいて局部発振器を統制し及びＧＰ
Ｓ時間を追跡するために前記ＬＯＲＡＮ－Ｃ信号を用いることと、をさらに備える請求項
５０に記載の方法。
【請求項５２】
　前記第２のデータ源から入手することは、前記通信バックホールを介してサーバから入
手することを備える請求項３８に記載の方法。
【請求項５３】
　前記通信バックホールを介して前記サーバに擬似距離情報およびローカルクロック情報
を送信することと、
　（ａ）前記無線通信デバイスの推定された位置及び（ｂ）推定されたＧＰＳ時間のうち
の少なくとも１つを前記サーバから受信することと、をさらに備え、前記無線通信デバイ
スの前記推定された位置及び前記推定されたＧＰＳ時間のうちの前記少なくとも１つは、
前記擬似距離情報および前記ローカルクロック情報に少なくとも部分的に基づく請求項５
２に記載の方法。
【請求項５４】
　高度順方向リンク三辺測量（ＡＦＬＴ）を実装することをさらに備える請求項５３に記
載の方法。
【請求項５５】
　前記第２のデータ源から入手することは、ユーザがＧＰＳ時間、前記周波数基準、及び
前記ＡＰ基地局の位置のうちの少なくとも１つに関するユーザ入力データを受信するよう
に構成されたユーザ入力インタフェースから入手することを備える請求項３８に記載の方
法。
【請求項５６】
　与えられた受信されたデータに関する与えられた誤差を決定することであって、前記時
間誤差スレショルド、前記周波数誤差スレショルド、及び前記位置誤差スレショルドのう
ちの少なくとも１つは、第１の値及び第２の値の両方を備えることと、ここで、前記第２
の値は前記第１の値より大きい、
　前記与えられた誤差が前記第１の値を超えないことに応答して、少なくとも１つの計算
のために前記与えられた受信されたデータを用いることと、
　前記与えられた誤差が前記第１の値を超えることに応答して、第１の定義された動作を
することと、ここで、前記第１の定義された動作をすることは、前記少なくとも１つの計
算のために前記与えられた受信されたデータとともに他の受信されたデータを用いること
を備える、
　前記与えられた誤差が前記第２の値を超えることに応答して、第２の定義された動作を
することと、ここで、前記第２の定義された動作をすることは、前記与えられた受信され
たデータの非信頼性に関して前記マクロネットワークのサーバに通知することを備える、
をさらに備える請求項３８に記載の方法。
【請求項５７】
　無線通信装置であって、
　第１のデータ源からＳＰＳ信号を受信するための手段であって、前記ＳＰＳ信号は、Ｓ
ＰＳ時間データと、ＳＰＳ周波数データと、ＳＰＳ位置データと、を備える手段と、
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　マクロネットワークと通信可能な通信バックホールとインタフェースするための手段と
、
　（ａ）アクセス端末（ＡＴ）、（ｂ）前記通信バックホールを介する前記マクロネット
ワーク、（ｃ）前記マクロネットワークと通信可能な基地局、及び（ｄ）代替データ源の
うちの少なくとも１つと通信するための手段と、
　前記ＳＰＳ時間データに基づいてＳＰＳ時間誤差を決定するための手段と、
　前記ＳＰＳ周波数データに基づいてＳＰＳ周波数誤差を決定するための手段と、
　前記ＳＰＳ位置データに基づいてＳＰＳ位置誤差を決定するための手段と、
　前記ＳＰＳ時間誤差が時間誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記ＳＰＳ時
間データに少なくとも部分的に基づいて内部クロックを同期化するための手段と、
　前記ＳＰＳ周波数誤差が周波数誤差スレショルドを超えないことに応答して前記ＳＰＳ
周波数データに少なくとも部分的に基づいて周波数基準を入手するための手段と、
　前記ＳＰＳ位置誤差が位置誤差スレショルドを超えないことに応答して前記ＳＰＳ位置
データに少なくとも部分的に基づいて前記無線通信装置の位置を推定するための手段と、
　第２の時間データ、第２の周波数データ及び第２の位置データのうちの少なくとも１つ
を第２のデータ源から入手するための手段と、を備える、無線通信装置。
【請求項５８】
　（ｉ）前記ＳＰＳ時間データ及び前記第２の時間データ、（ｉｉ）前記ＳＰＳ周波数デ
ータ及び前記第２の周波数データ、及び（ｉｉｉ）前記ＳＰＳ位置データ及び前記第２の
位置データのうちの少なくとも１つを比較することによって前記第１のデータ源および前
記第２のデータ源の相対的信頼性を決定するための手段をさらに備える請求項５７に記載
の無線通信装置。
【請求項５９】
　前記内部クロックを同期化するための前記手段、前記周波数基準を入手するための前記
手段、及び前記位置を推定するための前記手段のうちの少なくとも１つは、前記相対的信
頼性に基づいて前記第１のデータ源および前記第２のデータ源のうちの１つからの情報に
より大きい重みを与える請求項５８に記載の無線通信装置。
【請求項６０】
　前記内部クロックを同期化するための前記手段、前記周波数基準を入手するための前記
手段、及び前記無線通信装置の前記位置を推定するための前記手段のうちの少なくとも１
つは、前記相対的信頼性に基づいて前記第１のデータ源および前記第２のデータ源のうち
の選択された１つからの情報を利用する請求項５８に記載の無線通信装置。
【請求項６１】
　前記第２の時間データに基づいて第２の時間誤差を決定するための手段と、
　前記第２の周波数データに基づいて第２の周波数誤差を決定するための手段と、
　前記第２の位置データに基づいて第２の位置誤差を決定するための手段と、
　前記第２の時間誤差が前記時間誤差スレショルドを超えないことに応答して前記第２の
時間データに少なくとも部分的に基づいて内部クロックを同期化するための手段と、
　前記第２の周波数誤差が前記周波数誤差スレショルドを超えないことに応答して前記第
２の周波数データに少なくとも部分的に基づいて前記周波数基準を入手するための手段と
、
　前記第２の位置誤差が前記位置誤差スレショルドを超えないことに応答して前記第２の
位置データに少なくとも部分的に基づいて前記無線通信装置の前記位置を推定するための
手段と、
　第３のデータ源から第３の時間データ、第３の周波数データ及び第３の位置データのう
ちの少なくとも１つを入手するためにトランシーバモジュールを介して前記第３のデータ
源と通信するための手段と、をさらに備える請求項５７に記載の無線通信装置。
【請求項６２】
　（ｉ）前記第２の時間データ及び前記第３の時間データ、（ｉｉ）前記第２の周波数デ
ータ及び前記第３の周波数データ、及び（ｉｉｉ）前記第２の位置データ及び前記第３の
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位置データのうちの少なくとも１つを比較することによって前記第２のデータ源および前
記第３のデータ源の相対的信頼性を決定するための手段をさらに備える請求項６１に記載
の無線通信装置。
【請求項６３】
　前記第２のデータ源は、前記マクロネットワークのセルサイトを備える請求項５７に記
載の無線通信装置。
【請求項６４】
　前記第２のデータ源から入手するための前記手段は、前記セルサイトからパイロット信
号および同期チャネル信号のうちの少なくとも１つを受信する請求項６３に記載の無線通
信装置。
【請求項６５】
　前記第２のデータ源は、長距離電波航法－Ｃ（ＬＯＲＡＮ－Ｃ）システムを備える請求
項５７に記載の無線通信装置。
【請求項６６】
　前記第２のデータ源は、通信するための前記手段を介して前記無線通信装置と通信可能
なサーバを備える請求項５７に記載の無線通信装置。
【請求項６７】
　通信するための前記手段は、
　前記通信バックホールを介して前記サーバに擬似距離情報およびローカルクロック情報
を送信し、及び
　（ａ）前記無線通信装置の推定された位置及び（ｂ）推定されたＧＰＳ時間のうちの少
なくとも１つを前記サーバから受信し、前記無線通信装置の前記推定された位置及び前記
推定されたＧＰＳ時間のうちの前記少なくとも１つは、前記擬似距離情報および前記ロー
カルクロック情報に少なくとも部分的に基づく請求項６６に記載の無線通信装置。
【請求項６８】
　高度順方向リンク三辺測量（ＡＦＬＴ）を実装するための手段をさらに備える請求項６
７に記載の無線通信装置。
【請求項６９】
　前記第２のデータ源は、ＧＰＳ時間、前記周波数基準、及び前記無線通信装置の前記位
置のうちの少なくとも１つに関するユーザ入力データを受信するように構成されたユーザ
入力インタフェースを備える請求項５７に記載の無線通信装置。
【請求項７０】
　第１のデータ源からＳＰＳ信号を受信することをコンピュータに行わせるための符号で
あって、前記ＳＰＳ信号は、ＳＰＳ時間データと、ＳＰＳ周波数データと、ＳＰＳ位置デ
ータと、を備える符号と、
　マクロネットワークと通信可能な通信バックホールとインタフェースすることを前記コ
ンピュータに行わせるための符号と、
　（ａ）アクセス端末（ＡＴ）、（ｂ）前記通信バックホールを介する前記マクロネット
ワーク、（ｃ）前記マクロネットワークと通信可能な基地局、及び（ｄ）代替データ源の
うちの少なくとも１つと通信することを前記コンピュータに行わせるための符号と、
　前記ＳＰＳ時間データに基づいてＳＰＳ時間誤差を決定することを前記コンピュータに
行わせるための符号と、
　前記ＳＰＳ周波数データに基づいてＳＰＳ周波数誤差を決定することを前記コンピュー
タに行わせるための符号と、
　前記ＳＰＳ位置データに基づいてＳＰＳ位置誤差を決定することを前記コンピュータに
行わせるための符号と、
　前記ＳＰＳ時間誤差が時間誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記ＳＰＳ時
間データに少なくとも部分的に基づいて内部クロックを同期化することを前記コンピュー
タに行わせるための符号と、
　前記ＳＰＳ周波数誤差が周波数誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記ＳＰ
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Ｓ周波数データに少なくとも部分的に基づいて周波数基準を入手することを前記コンピュ
ータに行わせるための符号と、
　前記ＳＰＳ位置誤差が位置誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記ＳＰＳ位
置データに少なくとも部分的に基づいて前記コンピュータの位置を推定することを前記コ
ンピュータに行わせるための符号と、
　第２の時間データ、第２の周波数データ及び第２の位置データのうちの少なくとも１つ
を第２のデータ源から入手することを前記コンピュータに行わせるための符号と、を備え
る、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、概して、無線通信に関するものである。本出願は、より具体的には、ＡＰ基
地局による時間及び位置情報の取得のための方法及びシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　様々なタイプの通信（例えば音声、データ、マルチメディアサービス、等）を複数のユ
ーザに提供することを目的として無線通信システムが広範囲にわたって配備されている。
高速なマルチメディアデータサービスの要求が急増するのに応じて、向上された性能を有
する効率的でロバスト（ｒｏｂｕｓｔ）な通信システムを実装するという難題が存在する
。
【０００３】
　最近の数年においては、ユーザは、固定型通信の代わりに移動通信を用いるようになり
、高い音質、信頼できるサービス、及び低価格をますます要求するようになっている。現
在配置されている携帯電話ネットワークに加えて、新たなクラスの小型基地局が出現して
おり、それらは、既存のブロードバンドインターネット接続を用いてモバイルユニットに
屋内無線カバレッジを提供するために住宅内又は会社内に設置することができる。このよ
うなパーソナルな超小型基地局は、概して、アクセスポイント（ＡＰ）基地局と呼ばれ、
さらに、ホームノードＢ（ＨＮＢ）ユニット、フェムトセル、フェムト基地局（ｆＢＳ）
、基地局、又は基地局トランシーバシステム（ＢＴＳ）と呼ばれることもある。典型的に
、該超小型基地局は、デジタル加入者ライン（ＤＳＬ）ルータ又はケーブルモデムを介し
てインターネット及びモバイルオペレータのネットワークに接続される。
【０００４】
　ＡＰ基地局又はフェムトセルは、基地局のサポートが弱い又は利用不能な場所（例えば
、屋内、遠隔地、等）におけるセルラーアクセスを可能にする。ＡＰ基地局は、ブロード
バンドバックホールリンク、例えば、ＤＳＬ、ケーブルインターネットアクセス、Ｔ１／
Ｔ３、等を介して無線サービスプロバイダに接続して典型的な基地局機能、例えば、基地
トランシーバ局（ＢＴＳ）技術、無線ネットワークコントローラ、及びゲートウェイサポ
ートノードサービス、を提供する小型基地局であると説明することができる。これは、セ
ルラー／モバイルデバイス又はハンドセット、又はユーザ装置（ＵＥ）とも呼ばれるアク
セス端末（ＡＴ）がＡＰ基地局に接続して無線サービスを利用するのを可能にする。ＡＴ
は、例えば、携帯電話、スマートフォン、ラップトップ、ハンドヘルド通信デバイス、ハ
ンドヘルド計算デバイス、衛星無線、ナビゲーションデバイス、パーソナルデジタルアシ
スタント（ＰＤＡ）、及び／又は無線通信システムを通じて通信するためのその他の適切
なデバイスを含むことができることが注記される。
【０００５】
　ＡＰ基地局は、概して、モバイルオペレータのネットワークとの正確な時間同期化、及
び、無線周波数搬送波及びサンプリングクロックの生成のための正確な周波数基準が必要
である。ＡＰ基地局は、それらが動作する管轄区域の動作上及び規制上の要求事項を満た
すために及びセルラーネットワークによって提供される位置（ｌｏｃａｔｉｏｎ）に基づ
くサービスをサポートするためにそれらの位置（ｐｏｓｉｔｉｏｎ）に関する正確な情報
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も必要である。しかしながら、ＡＰ基地局によるネットワーク時間及び周波数の取得又は
位置決定は、住宅環境及び商業環境における、典型的には建物内部における、ＡＰ基地局
の配備に関連する無線周波数（ＲＦ）分離上の及び／又は隠れたノード上の課題によって
しばしば複雑化される。従って、ＡＰ基地局が時間及び周波数基準、及び位置の正確な推
定値を入手するために、及びナビゲーションのために用いられる信号を取得するのが可能
でないときにフォールバック（ｆａｌｌ　ｂａｃｋ）動作モードを実装するために入手可
能な情報リソースを利用するための技法を提供するのが望ましいであろう。
【発明の概要】
【０００６】
　以下は、１つ以上の実施形態についての基本的な理解を提供することを目的として該実
施形態の簡略化された概要を示すものである。この概要は、すべての企図される実施形態
について広範囲にわたって概説したものではなく、さらにすべての実施形態の主要な又は
極めて重要な要素を特定すること及びいずれかの又はすべての実施形態の適用範囲を詳細
に説明することのいずれも意図されていない。それの唯一の目的は、後述されるより詳細
な発明を実施するための形態の準備段階として１つ以上の実施形態の幾つかの概念を簡略
化された形で提示することである。
【０００７】
　１つ以上の実施形態及び対応するそれらの開示により、アクセスポイント（ＡＰ）基地
局における自己タイミング及び／又は自己位置特定のためのデバイス及び装置と関係させ
て様々な態様が説明される。一例においては、デバイスは、第１のデータ源（例えば、複
数の衛星）から衛星測位システム（ＳＰＳ）信号を取得するための受信機と、マクロネッ
トワークと通信可能な（ｉｎ　ｏｐｅｒａｔｉｖｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）通信
バックホールのためのバックホールインタフェースと、（ａ）アクセス端末（ＡＴ）、（
ｂ）バックホールを介するマクロネットワーク、（ｃ）マクロネットワークと通信可能な
基地局（例えば、マクロ基地局又は近隣のＡＰ基地局）、及び（ｄ）代替データ源（例え
ば、セルサイト、地上航法局、サーバ、ユーザ入力インタフェース、等）のうちの少なく
とも１つと通信するためのトランシーバモジュールと、を含むことができる。
【０００８】
　デバイスは、内部クロックと、ＳＰＳ受信機、バックホールインタフェース、トランシ
ーバモジュール、及びクロックと動作可能な形で結合された少なくとも１つのプロセッサ
と、少なくとも１つのプロセッサに動作可能な形で結合され及び少なくとも１つのプロセ
ッサのための実行可能なコードを備えるメモリモジュールと、をさらに含むことができる
。ＳＰＳ信号は、ＳＰＳ時間データと、ＳＰＳ周波数データと、ＳＰＳ位置（ｐｏｓｉｔ
ｉｏｎ）データと、を含むことができる。
【０００９】
　メモリモジュールは、少なくとも１つのプロセッサがＳＰＳ時間データに基づいてＳＰ
Ｓ時間誤差を決定し、ＳＰＳ周波数データに基づいてＳＰＳ周波数誤差を決定し、及び／
又はＳＰＳ位置データに基づいてＳＰＳ位置誤差を決定するための実行可能なコードを備
えることを含むことができる。
【００１０】
　ＳＰＳ時間誤差が定義された時間誤差スレショルドを超えないことに応答して、少なく
とも１つのプロセッサは、ＳＰＳ時間データに少なくとも部分的に基づいてクロックを同
期化することができる。ＳＰＳ周波数誤差が定義された周波数誤差スレショルドを超えな
いことに応答して、少なくとも１つのプロセッサは、ＳＰＳ周波数データに少なくとも部
分的に基づいて周波数基準を入手することができる。ＳＰＳ位置誤差が定義された位置誤
差スレショルドを超えないことに応答して、少なくとも１つのプロセッサは、ＳＰＳ位置
データに少なくとも部分的に基づいてデバイスの位置（ｌｏｃａｔｉｏｎ）を推定するこ
とができる。
【００１１】
　少なくとも１つのプロセッサは、第２の時間データ、第２の周波数データ及び第２の位
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置データのうちの少なくとも１つを入手するためにトランシーバモジュールを介して第２
のデータ源と通信することができる。関連する態様においては、少なくとも１つのプロセ
ッサは、（ｉ）ＳＰＳ時間データ及び第２の時間データ、（ｉｉ）ＳＰＳ周波数データ及
び第２の周波数データ、及び（ｉｉｉ）ＳＰＳ位置データ及び第２の位置データのうちの
少なくとも１つを比較することによって第１のデータ源および第２のデータ源の相対的信
頼性を決定することができる。少なくとも１つのプロセッサは、相対的信頼性に基づいて
第１のデータ源および第２のデータ源のうちの１つからの情報により大きい重みを与える
ことができる。代替においては、少なくとも１つのプロセッサは、相対的信頼性に基づい
て第１のデータ源および第２のデータ源のうちの選択された１つからの情報を利用するこ
とができる。
【００１２】
　さらなる関連する態様においては、少なくとも１つのプロセッサは、第２の時間データ
に基づいて第２の時間誤差を決定し、第２の周波数データに基づいて第２の周波数誤差を
決定し、及び／又は第２の位置データに基づいて第２の位置誤差を決定することができる
。第２の時間誤差が時間誤差スレショルドを超えないことに応答して、少なくとも１つの
プロセッサは、第２の時間データに少なくとも部分的に基づいてクロックを同期化するこ
とができる。第２の周波数誤差が周波数誤差スレショルドを超えないことに応答して、少
なくとも１つのプロセッサは、第２の周波数データに少なくとも部分的に基づいて周波数
基準を入手することができる。第２の位置誤差が位置誤差スレショルドを超えないことに
応答して、少なくとも１つのプロセッサは、第２の位置データに少なくとも部分的に基づ
いてデバイスの位置を推定することができる。少なくとも１つのプロセッサは、第３のデ
ータ源から第３の時間データ、第３の周波数データ及び第３の位置データのうちの少なく
とも１つを入手するためにトランシーバモジュールを介して第３のデータ源と通信するこ
とができる。
【００１３】
　一例においては、第１のデータ源は、全地球測位衛星（ＧＰＳ）システムの複数の衛星
を備えることができる。ＳＰＳ時間データは、ＧＰＳシステムのＧＰＳ信号に含められた
ＧＰＳタイムスタンプを備えることができ、ＳＰＳ周波数データは、ＧＰＳ信号に含めら
れたＧＰＳ周波数基準を含むことができる。
【００１４】
　他の例においては、第１のデータ源は、アシステッド（Ａｓｓｉｓｔｅｄ）ＧＰＳ（Ａ
－ＧＰＳ）システムを備えることができ、トランシーバモジュールは、バックホールを介
して衛星アルマナック及び天体暦情報をダウンロードし、少なくとも１つのプロセッサは
、ＳＰＳ受信機がデバイス位置及びＧＰＳ時間のうちの少なくとも１つを推定するのを援
助するためにダウンロードされた情報を用いる。
【００１５】
　さらに他の例においては、第２のデータ源は、マクロネットワークのセルサイトを備え
ることができ、トランシーバモジュールは、セルサイトからパイロット信号および同期チ
ャネル信号のうちの少なくとも１つを受信する。少なくとも１つのプロセッサは、パイロ
ット信号および同期チャネル信号のうちの少なくとも１つに基づいてセルサイトのセル位
置を決定することができ、及び、セル位置をデバイス位置に関する開始推定値として用い
ることができる。少なくとも１つのプロセッサは、パイロット信号および同期チャネル信
号のうちの少なくとも１つから擬似距離情報を計算することができ、及び、デバイス位置
及びＧＰＳ時間のうちの少なくとも１つを推定するために擬似距離情報を用いることがで
きる。
【００１６】
　さらに他の例においては、第２のデータ源は、地上航法システム、例えば、長距離電波
航法－Ｃ（ＬＯＲＡＮ－Ｃ）システム、等、を備えることができる。少なくとも１つのプ
ロセッサは、ＬＯＲＡＮ－Ｃ局からのＬＯＲＡＮ－Ｃ信号に少なくとも部分的に基づいて
擬似距離情報を計算することができ、デバイス位置及びＧＰＳ時間のうちの少なくとも１
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つを推定するために擬似距離情報を用いることができ、及び、デバイス位置に少なくとも
部分的に基づいて局部発振器を統制し（ｄｉｓｃｉｐｌｉｎｅ）及びＧＰＳ時間を追跡す
るためにＬＯＲＡＮ－Ｃ信号を用いることができる。
【００１７】
　他の例においては、第２のデータ源は、バックホールを介してデバイスと通信可能なサ
ーバを備えることができる。サーバは、ネットワーク時間プロトコル（ＮＴＰ）及び高精
度時間プロトコル（ＰＴＰ）のうちの少なくとも１つを備えることができる。トランシー
バモジュールは、バックホールを介してサーバに擬似距離情報およびローカルクロック情
報を送信し、（ａ）推定されたデバイス位置及び（ｂ）推定されたＧＰＳ時間のうちの少
なくとも１つをサーバから受信することができ、推定されたデバイス位置及び推定された
ＧＰＳ時間のうちの少なくとも１つは、擬似距離情報およびローカルクロック情報に少な
くとも部分的に基づく。少なくとも１つのプロセッサは、高度順方向リンク三辺測量（ａ
ｄｖａｎｃｅｄ ｆｏｒｗａｒｄ ｌｉｎｋ ｔｒｉｌａｔｅｒａｔｉｏｎ）（ＡＦＬＴ）
、等を実装することができる。
【００１８】
　さらに他の例においては、第２のデータ源は、ユーザがＧＰＳ時間、周波数基準、及び
デバイス位置のうちの少なくとも１つに関するデータを入力することができるユーザ入力
インタフェースを備えることができる。
【００１９】
　さらに他の例においては、（ｉ）時間誤差スレショルド、（ｉｉ）周波数誤差スレショ
ルド、及び（ｉｉｉ）位置誤差スレショルドのうちの少なくとも１つは、干潮線値及び満
潮線値の両方を備える。少なくとも１つのプロセッサは、与えられた受信されたデータに
関する与えられた誤差を決定することができる。与えられた誤差が干潮線値を超えないこ
とに応答して、少なくとも１つのプロセッサは、少なくとも１つの計算のために与えられ
た受信されたデータを用いることができる。与えられた誤差が干潮線値を超えることに応
答して、少なくとも１つのプロセッサは、第１の定義された動作を行う（例えば、少なく
とも１つの計算のために与えられた受信されたデータとともに他の受信されたデータを用
いる）ことができる。与えられた誤差が満潮線値を超えることに応答して、少なくとも１
つのプロセッサは、第２の定義された動作を行う（例えば、与えられた受信されたデータ
の非信頼性に関してマクロネットワークのサーバに通知する）ことができる。
【００２０】
　１つ以上の実施形態及び対応するそれらの開示により、アクセスポイント（ＡＰ）基地
局による自己タイミング及び／又は自己位置特定のための方法と関係させて様々な態様が
説明される。一方式においては、方法は、第１のデータ源からＳＰＳ信号を受信すること
を含み、ＳＰＳ信号は、ＳＰＳ時間データと、ＳＰＳ周波数データと、ＳＰＳ位置データ
と、を含むことができる。方法は、マクロネットワークと通信可能な通信バックホールと
インタフェースすることと、（ａ）アクセス端末（ＡＴ）、（ｂ）バックホールを介する
マクロネットワーク、（ｃ）マクロネットワークと通信可能な基地局、及び（ｄ）代替デ
ータ源のうちの少なくとも１つと通信することと、さらに含むことができる。
【００２１】
　方法は、ＳＰＳ時間データに基づいてＳＰＳ時間誤差を決定し、ＳＰＳ周波数データに
基づいてＳＰＳ周波数誤差を決定し、及び／又はＳＰＳ位置データに基づいてＳＰＳ位置
誤差を決定することをさらに含むことができる。方法は、ＳＰＳ時間誤差が定義された時
間誤差スレショルドを超えないことに応答して、ＳＰＳ時間データに少なくとも部分的に
基づいてクロックを同期化することをさらに含むことができる。方法は、ＳＰＳ周波数誤
差が定義された周波数誤差スレショルドを超えないことに応答して、ＳＰＳ周波数データ
に少なくとも部分的に基づいて周波数基準を入手することを含むことができる。方法は、
ＳＰＳ位置誤差が定義された位置誤差スレショルドを超えないことに応答して、ＳＰＳ位
置データに少なくとも部分的に基づいてデバイスの位置を推定することを含むことができ
る。
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【００２２】
　方法は、第２の時間データ、第２の周波数データ及び第２の位置データのうちの少なく
とも１つを第２のデータ源から入手することをさらに含むことができる。関連する態様に
おいては、方法は、（ｉ）ＳＰＳ時間データ及び第２の時間データ、（ｉｉ）ＳＰＳ周波
数データ及び第２の周波数データ、及び（ｉｉｉ）ＳＰＳ位置データ及び第２の位置デー
タのうちの少なくとも１つを比較することによって第１のデータ源および第２のデータ源
の相対的信頼性を決定することを含むことができる。第１のデータ源および第２のデータ
源のうちの１つからの情報に与えられる相対的重みは、相対的信頼性に基づくことができ
る。代替として、第１のデータ源および第２のデータ源のうちの選択された１つからの情
報は、相対的信頼性に基づいて用いることができる。
【００２３】
　上記及び関連する目的を完遂させるために、１つ以上の実施形態は、以下において十分
に説明され及び請求項において特に強調される特徴を備える。以下の説明及び添付図面は
、１つ以上の実施形態の一定の例示的な態様を詳述するものである。しかしながら、これ
らの態様は、様々な実施形態の原理を採用することができる様々な方法のうちのほんのわ
ずかを示すにすぎず、説明される実施形態は、すべての該態様及びそれらの同等物を含む
ことが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】典型的な無線通信システムを例示した図である。
【図２】ここにおいて説明される１つ以上の態様による無線通信システムの例示である。
【図３】ＡＰ基地局を実装することができる典型的な環境を例示した図である。
【図４】典型的なＡＰ基地局のブロック図を提供した図である。
【図５】時間及び／又は測位情報源と通信可能なＡＰ基地局の一実施形態を例示した図で
ある。
【図６】ＡＰ基地局の位置を決定するための典型的なセルラーネットワークを示した図で
ある。
【図７】ＡＰ基地局に実装することができる全地球測位衛星（ＧＰＳ）受信機の一実施形
態を示した図である。
【図８Ａ】自己タイミング及び／又は自己位置特定のために構成された装置の一実施形態
を例示した図である。
【図８Ｂ】自己タイミング及び／又は自己位置特定のために構成された装置の一実施形態
を例示した図である。
【図８Ｃ】図８Ａに示される装置の見本態様を例示した図である。
【図９Ａ】自己タイミング及び／又は自己位置特定のために構成された装置の見本態様を
例示した図である。
【図９Ｂ】自己タイミング及び／又は自己位置特定のために構成された装置の態様見本を
例示した図である。
【図９Ｃ】自己タイミング及び／又は自己位置特定のために構成された装置の見本態様を
例示した図である。
【図１０Ａ】ＡＰ基地局による自己タイミング及び／又は自己位置特定のための方法に関
する一実施形態を示した図である。
【図１０Ｂ】図１０Ａに示される方法の見本態様を示した図である。
【図１０Ｃ】図１０Ａに示される方法の見本態様を示した図である。
【図１０Ｄ】図１０Ａに示される方法の見本態様を示した図である。
【図１１Ａ】ＡＰ基地局による自己タイミング及び／又は自己位置特定のための方法の見
本態様を示した図である。
【図１１Ｂ】ＡＰ基地局による自己タイミング及び／又は自己位置特定のための方法の見
本態様を示した図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２５】
　今度は、図面を参照して様々な実施形態が説明され、全体にわたって同様の要素を参照
するために同様の参照数字が用いられる。以下の説明においては、説明する目的上、１つ
以上の実施形態についての徹底的な理解を提供するために数多くの具体的な詳細が示され
る。しかしながら、該実施形態は、これらの具体的な詳細なしに実践可能であることが明
確であろう。その他の例においては、よく知られた構造及びデバイスは、１つ以上の実施
形態を説明するのを容易にするためにブロック図形で示される。
【００２６】
　アクセスポイント（ＡＰ）基地局は、個々の消費者に対して配備すること及び家庭、ア
パート、オフィスビル、等内に配置することができる。ＡＰ基地局は、免許が付与された
セルラー送信帯域を利用してＡＰ基地局の範囲内のＡＴと無線で通信することができる。
さらに、ＡＰ基地局は、インターネットプロトコル（ＩＰ）コネクション、例えば、デジ
タル加入者ライン（ＤＳＬ、例えば、非対称ＤＳＬ（ＡＤＳＬ）、高データレートＤＳＬ
（ＨＤＳＬ）、超高速ＤＳＬ（ＶＤＳＬ）、等を含む）、ＩＰトラフィックを搬送するＴ
Ｖケーブル、ブロードバンドオーバーパワーライン（Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　ｏｖｅｒ　Ｐ
ｏｗｅｒ　Ｌｉｎｅ）（ＢＰＬ）コネクション、又は同様のコネクションを通じてコアセ
ルラーネットワークに接続することができる。ＩＰラインとセルラーネットワークとの間
のコネクションは、直接的なコネクションであること、又はインターネットを通じること
ができる。従って、ＡＰ基地局は、ＩＰコネクションを通じてＡＴ又はセルラーハンドセ
ットにセルラーサポートを提供すること及びマクロセルラーネットワークにセルラートラ
フィック（例えば、音声、データ、映像、オーディオ、インターネット、等）をルーティ
ングすることができる。この仕組みは、消費者のエアタイムコストを節約すること及びネ
ットワークプロバイダのセルラーネットワークトラフィック負荷を低減させることができ
る。さらに、ＡＰ基地局の実装を介して家庭、オフィスビル、アパート、等の内部のセル
ラーカバレッジを大幅に向上させることができる。ＡＰ基地局は、非同期転送モード（Ａ
ＴＭ）、等を実装する非ＩＰコネクションを通じてコアセルラーネットワークと通信でき
ることが注記される。
【００２７】
　ＡＰ基地局は、複数のＡＴとのセルラーリンク（例えば、１つ以上の免許が付与された
無線ネットワーク周波数を利用する無線リンク）を形成することが可能であるが、消費者
は、典型的には、自分自身のトラフィックのみがＡＰ基地局に接続されたプライベートＩ
Ｐコネクションによって搬送されるのを希望する。例えば、消費者は、その他のＡＴユー
ザによる使用のためではなく自分自身の使用のためにＩＰ帯域幅を保持するのを希望する
ことがある。その結果、幾つかの配備においては、ＡＰ基地局は、単一のＡＴ又はＡＴグ
ループと関連付けることができ、該ＡＴに関連するトラフィックは、消費者のＩＰコネク
ションを通じてルーティングされ、他方、その他のＡＴに関連するトラフィックは、より
低い優先度を有するか又はブロックすることができる。従って、ＡＰ基地局は加入者にか
かわらず複数のＡＴと通信することができるが、ＡＰ基地局は、典型的には、特定の消費
者、サービスプラン、等と関連付けられていないデバイスは無視するようにプログラミン
グされる。
【００２８】
　図１は、様々な開示された実施形態及び態様を実装可能な、複数のユーザをサポートす
るように構成された典型的な無線通信システム１００を例示する。図１に示されるように
、一例として、システム１００は、複数のセル１０２、例えば、マクロセル１０２a乃至
１０２ｇ、のための通信を提供し、各セルは、対応するマクロ基地局１０４（例えば、基
地局１０４ａ乃至１０４ｇ）によってサービスが提供される。各セルは、１つ以上のセク
タにさらに分割することができる。ＡＴ１０６ａ乃至１０６ｋを含む様々なアクセス端末
（ＡＴ）１０６は、互換可能な形でユーザ装置（ＵＥ）とも呼ばれ、システム全体に分散
されている。各ＡＴ１０６は、例えば、ＡＴがアクティブであるかどうか及びそれがソフ
トハンドオフであるかどうかに依存して、与えられた時点に順方向リンク（ＦＬ）及び／
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又は逆方向リンク（ＲＬ）で１つ以上の基地局１０４と通信することができる。無線通信
システム１００は、広い地理上の地域にわたってサービスを提供することができ、例えば
、マクロセル１０２ａ乃至１０２ｇは、近隣の数ブロックを網羅することができる。
【００２９】
　今度は図２を参照し、ここにおいて提示される様々な実施形態により無線通信システム
２００が例示される。システム２００は、複数のアンテナグループを含むことができるマ
クロ基地局２０２を備える。例えば、１つのアンテナグループは、アンテナ２０４と２０
６とを含むことができ、他のグループは、アンテナ２０８と２１０とを備えることができ
、及び追加のグループは、アンテナ２１２と２１４とを含むことができる。各アンテナグ
ループに関して２本のアンテナが例示されるが、これよりも多い又は少ない数のアンテナ
を各グループのために利用することができる。当業者によって評価されることになるよう
に、基地局２０２は、送信機チェーンと受信機チェーンとを追加で含むことができ、それ
らの各々は、信号の送信及び受信と関連付けられた複数のコンポーネント（例えば、プロ
セッサ、変調器、マルチプレクサ、復調器、デマルチプレクサ、アンテナ、等）を備える
ことができる。基地局２０２は、１つ以上のＡＴ、例えば、ＡＴ２１６及びＡＴ２２２、
と通信することができる。
【００３０】
　図２に描かれるように、ＡＴ２１６は、アンテナ２１２及び２１４と通信し、アンテナ
２１２及び２１４は、順方向リンク２１８を通じてＡＴ２１６に情報を送信し、逆方向リ
ンク２２０を通じてＡＴ２１６から情報を受信する。さらに、ＡＴ２２２は、アンテナ２
０４及び２０６と通信し、アンテナ２０４及び２０６は、順方向リンク２２４を通じてＡ
Ｔ２２２に情報を送信し、逆方向リンク２２６を通じてＡＴ２２２から情報を受信する。
周波数分割複信（ＦＤＤ）システムでは、順方向リンク２１８は、逆方向リンク２２０に
よって用いられる周波数帯域と異なるそれを利用することができ、順方向リンク２２４は
、例えば、逆方向リンク２２６によって採用される周波数帯域と異なるそれを採用するこ
とができる。さらに、時分割複信（ＴＤＤ）システムでは、順方向リンク２１８及び逆方
向リンク２２０は、共通の周波数帯域を利用することができ、順方向リンク２２４及び逆
方向リンク２２６は、共通の周波数帯域を利用することができる。
【００３１】
　各アンテナグループ及び／又はそれらが通信するように指定されているエリアは、マク
ロ基地局２０２のセクタと呼ぶことができる。例えば、アンテナグループは、基地局２０
２によって網羅されるエリアのセクタ内のＡＴに対して通信するように設計することがで
きる。順方向リンク２１８及び２２４での通信において、基地局２０２の送信アンテナは
、ＡＴ２１６及び２２２のための順方向リンク２１８及び２２４の信号対雑音比を向上さ
せるためにビーム形成を利用することができる。さらに、基地局２０２は、関連付けられ
たカバレッジ全体に無作為に散在するＡＴ２１６及び２２２に送信するためにビーム形成
を利用する一方で、近隣セル内のＡＴは、すべてのそれのＡＴに対して単一のアンテナを
通じて送信する基地局と比較してより低い干渉を受けることが可能である。さらに、ＡＴ
２１６及び２２２は、一例においてはピア・ツー・ピア又はアドホック技術を用いて互い
に直接通信することができる。
【００３２】
　マクロ基地局２０２の同様の機能をＡＰ基地局２２８及び２３０に実装することができ
、それらは、より小規模な場所、例えば、住宅又はオフィスビル、に配備することができ
る。前述されるように、ＡＰ基地局は、フェムトセル又はホームノードＢ（ＨＮＢ）ユニ
ットとも呼ばれ、例えば、ＤＳＬ、ケーブル、Ｔ１／Ｔ３、等を通じて、無線サービスプ
ロバイダへのブロードバンドバックホールリンクを有することができ、さらに、１つ以上
のＡＴに無線通信サービスを提供することができる。示されるように、ＡＰ基地局２２８
は、基地局２０２と同様に順方向リンク２３４を通じて１つ以上のＡＴ２３２と通信し、
逆方向リンク２３６を通じてＡＴ２３２から通信を受信することができる。
【００３３】
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　一例により、ＡＰ基地局２３０は、無線サービスアクセスを提供するために配備するこ
とができる。配備された時点で、ＡＰ基地局２３０は、周辺のフェムトセル（例えば、Ａ
Ｐ基地局２２８）及びマクロセル（例えば、基地局２０２又はそれのセクタ／セル）との
干渉を回避するように任意選択的に自己設定することができる。この点に関して、ＡＰ基
地局２３０は、ＡＴ２１６、２２２、及び２３２とほぼ同様に、基地局２０２及び異種Ａ
Ｐ基地局２２８から信号を受信することができる。それらの信号は、異種ＡＰ基地局２２
８及び／又は基地局２０２によって利用される設定パラメータを決定するためにＡＰ基地
局２３０によって利用することができるオーバーヘッドシステムメッセージであることが
できる。
【００３４】
　設定パラメータは、同様の環境構成に関してＡＰ基地局２３０によって決定することが
できる。さらに、パラメータは、ＡＰ基地局２３０が干渉を軽減するために異なるパラメ
ータを確実に選択するようにするために決定及び利用することができる。これらのパラメ
ータは、例えば、ＡＰ基地局２２８、マクロ基地局２０２、及び／又は実質上あらゆるそ
の他の周辺の送信機に関するチャネル識別子（例えば、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）チ
ャネルＩＤ）、擬似雑音（ＰＮ）オフセット、及び／又は同様の物、を含むことができる
。ＡＰ基地局２３０は、周辺のフェムトセル及びマクロセルと干渉しないようにするため
にそれのチャネル識別子、ＰＮオフセット、等を適宜自己設定することができる。さらに
、ＡＰ基地局２３０は、ＡＰ基地局２３０と通信中のデバイスのためのハードハンドオフ
及びソフトハンドオフを容易にするための周辺のフェムトセル及びマクロセルの近隣体リ
ストを構築するためにこの情報を利用することができる。ＡＰ基地局２３０は、タイミン
グ、位置、及び／又は同様の物を決定するために例えばＡＰ基地局２２８及び／又は基地
局２０２から無線周波（ＲＦ）信号を受信するために好適化できることが注記される。
【００３５】
　ここにおいて説明される実施形態の１つ以上の態様により、図３は、ＡＰ基地局３１５
を実装することができる典型的なシステム３００を例示する。システム３００は、マクロ
ネットワークコアを備えるか又はマクロネットワークコアに動作可能な形で結合されるマ
クロネットワーク３３０に動作可能な形で結合されたマクロ基地局３１０と通信可能なＡ
Ｔ３０５ａを含むことができる。システム３００は、マクロネットワーク３３０のネット
ワークコアに動作可能な形で結合される通信バックホール３２５に動作可能な形で結合さ
れたＡＰ基地局３１５と通信可能なＡＴ３０５ｂを含むこともできる。
【００３６】
　動作上は、モバイルデバイス３０５ａは、通信リンク３０７を介してマクロ基地局３１
０からデータを送信及び受信することができ、それは、様々な通信規格、例えば、ＣＤＭ
Ａｏｎｅ、ＣＤＭＡ２０００、広帯域（Ｗｉｄｅｂａｎｄ）ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ、ユ
ニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）とも呼ばれる）、ウルトラモバイルブロード
バンド（Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ）（ＵＭＢ）、ロングタームエ
ボリューション（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）、ＬＴＥ－Ａｄｖ
ａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）、Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　
ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ（マイクロ波アクセスのための世界的相互運
用性）（ＷｉＭＡｘ）、等を用いることができる。基地局３１０は、リンク３０８を介し
てマクロネットワーク３３０と通信することができる。システム３００は、第3世代パー
トナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）（Ｒｅｌ９９、Ｒｅｌ５、Ｒｅｌ６、Ｒｅｌ７）
技術、及び３ＧＰＰ２（１ｘＲＴＴ、１ｘＥＶ－ＤＯ　ＲｅｌＡ、ＲｅｖＢ）技術、及び
その他の既知の及び関連する技術で動作するように構成可能であることが注記される。
【００３７】
　マクロネットワーク３３０は、それのネットワークコアにおいてネットワークコントロ
ーラを含めることができる。配備される通信ネットワークのタイプに依存して、ネットワ
ークコントローラは、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、変更されたＲＮＣ、免
許不要モバイルアクセス（ＵＭＡ）ネットワークコントローラ、又はセッション開始プロ
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トコル（ＳＩＰ）ゲートウェイ、等であることができる。示される例では、マクロ基地局
３１０は、マクロネットワーク３３０のＲＮＣ３３２と通信可能である。図３の実施形態
では、マクロネットワーク３３０は、基地局コントローラ（ＢＳＣ）又はＲＮＣ３３２を
含む。ＢＳＣ／ＲＮＣ３３２は、音声呼、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）、及び
その他のサービス（例えば、会議呼、ＦＡＸ及び回線交換データ）の処理を担当するメッ
セージ交換センター（ＭＳＣ）３３４又は同様のサービス配送ノードと通信可能である。
ＭＳＣ３３４は、エンドツーエンドコネクションを設定及び解放し、呼中における移動性
及びハンドオーバーに関する要求を処理し、課金及びリアルタイムでの前払いアカウント
モニタリングを担当する、等ができる。
【００３８】
　ＭＳＣ３３４は、ビジターロケーションレジスタ（Ｖｉｓｉｔｏｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ
　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）（ＶＬＲ）３３６又は特定のエリア内に入っている又はローミング
しているネットワーク加入者の同様の一時的データベースを含めること又は結合すること
ができる。ＶＬＲ３３６は、オペレータのネットワークを使用することが認可された携帯
電話加入者の詳細を含むデータベースを概して備えることができるレジストリ（示されて
いない）と通信可能である。ＭＳＣ３３４は、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）３４０、公衆
移動体網（ＰＬＭＮ）、又はその他の同様のネットワークと通信可能である。この方法に
より、マクロネットワーク３３０は、それらのネットワークのうちの１つに接続されてい
るエンドユーザに音声及びデータサービスを配送することができる。システム３００は、
容量を増大させるためにＭＳＣ３３４と通信可能である追加のＭＳＣ及びレジストリ（示
されていない）を含めるために規模を拡大することができる。
【００３９】
　関連する態様においては、モバイルデバイス３０５ｂは、音声及び／又は非音声データ
を相互間で転送するためにバックホールサービス３２５を用いるように構成されたマクロ
基地局３１０及び／又はＡＰ基地局３１５を介してマクロネットワーク３３０と通信する
ことができる。バックホールサービス３２５は、インターネット、ＤＳＬサービス、ケー
ブルインターネットサービス、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネ
ットワーク（ＷＡＮ）、プレーンオールドテレフォンシステム（Ｐｌａｉｎ　Ｏｌｄ　Ｔ
ｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）（ＰＯＴＳ）、又はあらゆるその他の適切なブロード
バンドネットワーク、等を含むことができる。モバイル３０５ｂは、通信リンク３０９を
介して基地局３１５と通信することができ、及び、図２を参照して上述されるＡＰ基地局
の１つ以上の特徴を組み込むことができる。基地局３１５は、与えられたＡＴがマクロネ
ットワーク３３０のネットワークコアと通信することができるようにするフェムトセルを
提供する能力をそれの特徴の1つとして含むことが注記される。
【００４０】
　ＡＰ基地局３１５は、通信リンク３１１（有線又は無線）を介してバックホールネット
ワーク３２５を通じてデータを転送するように構成することができる。配備されているシ
ステムのタイプに依存して、通信リンク３１１は、ボイスオーバーＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏ
ｖｅｒ　ＩＰ）（ＶｏＩＰ）、ＵＭＡシグナリング、ＳＩＰシグナリング、又はその他の
適切な通信ネットワークプロトコル、例えば、Ｉｕｂ　ｏｖｅｒ　ＩＰ、を用いることが
できる。Ｉｕｂは、音声及び／又は非音声データをカプセル化するために及びネットワー
ク３２５を通じてトンネリングされるＩＰとしてシグナリングするために設計することが
できる標準的な転送プロトコルである。
【００４１】
　マクロネットワーク３３０は、マクロネットワーク３３０がマクロ基地局３１０からの
データを処理する方法と類似の方法で、適切なネットワークコントローラを用いてネット
ワーク３２５から受信されたデータを処理することができる。マクロネットワーク３３０
によって用いられるネットワークコントローラのタイプは、ＡＰ基地局３１５のアーキテ
クチャ又はコンポーネントのタイプに少なくとも部分的に依存する。例えば、様々なフェ
ムトセルアーキテクチャ、例えば、ＩＰ無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）及びＳＩＰ
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／ＩＭＳ、が存在する。ＩＰ　ＲＡＮアーキテクチャ内には、ネットワークコア内及び／
又はＡＰ基地局内に様々なハードウェアアーキテクチャを実装する様々なフェムトセルソ
リューション、例えば、変更されたＲＮＣ、コンセントレータ（ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｏ
ｒ）、等を提供することができる。
【００４２】
　システム３００は、ＷＡＮシステムと同じ搬送波を再使用する同じ一般的な地理上のエ
リア内に配備されたＷＡＮマクロセルとフェムトセルとを備えることができることも注記
される。一手法においては、ＷＡＮシステムは、レガシー技術を用いることができ、他方
、フェムトセルシステムは、新技術、例えば、ＡＰ基地局の動作を効率的にサポートする
レガシー技術の進化版、を用いることができる。
【００４３】
　１つ以上の実施形態及び対応するそれらの開示により、時間及び周波数基準、及び位置
（ｐｏｓｉｔｉｏｎ）／（所在）位置（ｌｏｃａｔｉｏｎ）の推定値を入手するために利
用可能な情報リソースを全部又は複数利用するように構成されたＡＰ基地局と接続状態で
様々な態様が説明される。ＡＰ基地局は、好ましくは、与えられた情報源（例えば、測位
衛星）から信号を取得できないとき又は時間、周波数、及び／又は位置に関する受信され
たデータが信頼できない（例えば、受信されたデータの誤差が定義された誤差スレショル
ドを超える）ときにフォールバック（ｆａｌｌ　ｂａｃｋ）動作モードを実装するように
構成される。
【００４４】
　図４を参照し、複数の受信アンテナ４０６を通じてＡＴ４０４から又はその他のＡＰ基
地局（描かれていない）から信号を受信するために好適化された受信機コンポーネント／
モジュール４１０を含むことができるＡＰ基地局４０２を備える典型的なシステム４００
が提供される。ＡＰ基地局４０２は、１本以上の送信アンテナ４０８を通じてＡＴ４０４
（又はその他のＡＰ基地局）に送信するために好適化された送信機コンポーネント／モジ
ュール４２６を含むこともできる。受信機コンポーネント４１０は、受信アンテナ４０６
から情報を受信することができ及びＡＴ４０４によって送信されたアップリンクデータを
受信する信号受信機（示されていない）をさらに備えることができる。受信機コンポーネ
ント４１０及び送信コンポーネント４２６は、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡ
Ｎ）、ＢＰＬ、イーサネット（登録商標）、ＵＭＴＳ－ＴＤＤ、又は（例えば、ＡＰ基地
局を通信可能な形で結合するためにセルラー周波数でのＷＬＡＮを実装するための）ＷＬ
ＡＮ　ｏｖｅｒ　ＵＭＴＳ－ＴＤＤを介してＡＴ又はその他のＡＰ基地局と通信するよう
に構成できることが評価されるべきである。受信機コンポーネント４１０及び送信コンポ
ーネント４２６の代わりに又は受信機コンポーネント４１０及び送信コンポーネント４２
６と連繋させてトランシーバモジュール（描かれていない）を使用できることが注記され
る。
【００４５】
　受信機コンポーネント４１０は、受信された情報を復調するために好適化された復調器
４１２と動作可能な形で関連付けることができる。復調されたシンボルは、変調器４２４
によって変調されて送信機コンポーネント４２６によって送信された（例えば、送信及び
／又はルーティング命令の形態の）追加信号を生成するためにプロセッサ４２２によって
解析することができる。さらに、プロセッサ４２２は、メモリ４２０に結合することがで
きる。メモリ４２０は、有線及び／又は無線通信を有効にすることに関する情報、近隣の
ＡＰ基地局、マクロ基地局、及び／又はＡＴの間で情報をルーティングするためのアプリ
ケーションモジュール、及び／又はここにおいて説明される様々な動作及び機能を実行す
ることに関連するあらゆるその他の適切な情報を格納することができる。
【００４６】
　プロセッサ４２２は、（例えば、セルラーネットワークへの直接コネクションを通じて
、又はインターネットを通じて）セルラーネットワークへの転送のために近隣のＡＰ基地
局（描かれていない）にＡＰ基地局４０２とＡＴ４０４との間の通信リンクと関連するト
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ラフィックの少なくとも一部分をルーティングすることができる。さらに、プロセッサ４
２２は、（例えば、予め決定されたＡＴ又はＡＴグループによって生成された）ＡＰ基地
局４０２に関連するトラフィックを、ＩＰアップロードリンク４３０（例えば、ＤＳＬコ
ネクション、例えば、ＡＤＳＬ、ＶＤＳＬ、ＨＤＳＬ、ケーブルＩＰコネクション、又は
ＢＰＬコネクション）を通じてセルラーネットワークに直接向けるために好適化すること
ができる。さらに、データは、ＩＰダウンロードリンク４２８（例えば、ＤＳＬ、ケーブ
ル、ＢＰＬ）を介してセルラーネットワークから受信すること及びＡＰ基地局４０２と関
連するＡＴ４０４に向けることができる。ＡＰ基地局４０２は、１つ以上のプロセッサ４
２２を備えることができることが注記される。
【００４７】
　受信機コンポーネント４１０及び送信コンポーネント４２６は、免許不要周波数又は有
線接続を通じて通信するＩＰルータ４２７（例えば、ＷＬＡＮルータ、ＬＡＮルータ、等
）を通じて（例えば、ＩＰアップロード４３０及び／又はＩＰダウンロード４２８を介し
て）セルラーネットワークに／から又はその他のＡＰ基地局に／から様々な情報をそれぞ
れ受信及び送信することができる。受信機及び送信機コンポーネント／モジュール４１０
、４２６は、その他の実施形態においてはトランシーバモジュール（描かれていない）の
一部であること又はトランシーバモジュール（描かれていない）に代えることができるこ
とが注記される。描かれている受信機４１０及び送信機４２６、又は代替でトランシーバ
、は、複数のＡＰとの通信リンクをサポートするために好適化することができる。ＡＰは
、スペクトルの最初の帯域幅部分を妨害するＷＡＮ干渉物（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｒ）を備
えることができ、その干渉物は、インターレースの最初の発生中にＷＡＮ　ＡＰによって
最初の帯域幅部分に割り当てられる。
【００４８】
　ＡＰ基地局４０２は、第１のデータ源（例えば、複数の衛星）から衛星測位システム（
ＳＰＳ）信号を取得するためのＳＰＳ受信機（描かれていない）を含むことができ、ＳＰ
Ｓ信号は、ＳＰＳ時間データと、ＳＰＳ周波数データと、ＳＰＳ位置データと、を含むこ
とができる。ＡＰ基地局４０２は、（ａ）ＡＴ、（ｂ）バックホールを介するマクロネッ
トワーク、（ｃ）マクロネットワークと通信可能な基地局（例えば、マクロ基地局又は近
隣のＡＰ基地局）、及び（ｄ）代替データ源のうちの少なくとも１つと通信するためのト
ランシーバモジュール（描かれていない）を含むことができる。
【００４９】
　関連する態様においては、メモリ４２０は、プロセッサ４２２が、ＳＰＳ時間データに
基づいてＳＰＳ時間誤差を決定し、ＳＰＳ周波数データに基づいてＳＰＳ周波数誤差を決
定し、及び／又はＳＰＳ位置データに基づいてＳＰＳ位置誤差を決定するための符号／命
令を生成する又は備えるアプリケーションモジュール又はアプリケーションを含むことが
できる。メモリ４２０は、プロセッサ４２２が、（ａ）ＳＰＳ時間誤差が定義された誤差
スレショルドを超えないことに応答して、ＳＰＳ時間データに少なくとも部分的に基づい
てクロックを同期化し、（ｂ）ＳＰＳ周波数誤差が定義された周波数誤差スレショルドを
超えないことに応答して、ＳＰＳ周波数データに少なくとも部分的に基づいて周波数基準
を入手し、及び／又は（ｃ）ＳＰＳ位置誤差が定義された位置誤差スレショルドを超えな
いことに応答して、ＳＰＳ位置データに少なくとも部分的に基づいてデバイスの位置を推
定するための命令を含むことができる。
【００５０】
　さらなる関連する態様においては、プロセッサ４２２は、第２の時間データ、第２の周
波数データ及び第２の位置データのうちの少なくとも１つを入手するためにトランシーバ
モジュールを介して第２のデータ源（例えば、セルサイト、地上航法局、サーバ、ユーザ
入力インタフェース、等）と通信することができる。例えば、プロセッサ４２２は、（ｉ
）ＳＰＳ時間データ及び第２の時間データ、（ｉｉ）ＳＰＳ周波数データ及び第２の周波
数データ、及び（ｉｉｉ）ＳＰＳ位置データ及び第２の位置データのうちの少なくとも１
つを比較することによって第１のデータ源および第２のデータ源の相対的信頼性を決定す
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ることができる。プロセッサ４２２は、相対的信頼性に基づいて第１のデータ源および第
２のデータ源のうちの１つからの情報により大きい重みを与えることができる。代替にお
いては、プロセッサ４２２は、相対的信頼性に基づいて第１のデータ源および第２のデー
タ源のうちの選択された１つからの情報を利用することができる。与えられたＡＰ基地局
が時間データ、周波数データ、及び／又は位置データを取得、比較、及び利用する方法が
以下においてさらに詳細に説明される。
【００５１】
　図５を参照し、公共インターネット５２０へのバックホールリンクを有するＡＰ基地局
５１０の一実施形態が示される。ＡＰ基地局５１０は、それのフェムトセルカバレッジエ
リア内の１つ以上のＡＴ５７０にサービスを提供することができる。ＡＰ基地局５１０は
、バックホールを介して時間サーバ５３０と通信可能であり及び時間サーバ５３０にアク
セスするように構成することができる。ＡＰ基地局５１０は、限定されることなしに、測
位衛星５４０と、長距離電波航法（Ｌｏｎｇ　Ｒａｎｇｅ　Ａｉｄ　ｔｏ　Ｎａｖｉｇａ
ｔｉｏｎ（ＬＯＲＡＮ）局５５０と、マクロ基地局５６０と、を含む数多くのその他の情
報源と通信可能である。ＡＰ基地局５１０は、局部発振器を統制するために、及び／又は
位置を決定するために、全地球測位衛星（ＧＰＳ）時間又は協定世界時（ＵＴＣ）を取得
又は推定するためにこれらの及び／又はその他の情報源を利用することができる。これは
、与えられた情報源からの信号（例えば、ＧＰＳ信号）がブロックされるか又はそれ以外
で入手可能でない場所にＡＰ基地局５１０が所在する状況において特に有益である。
【００５２】
　ここにおいて説明される技法は、弱い信号状態下での時間、周波数、及び位置の取得と
いう難点を克服するためにＡＰ基地局特有の一定の特性／特徴を利用することができる。
例えば、ＡＰ基地局５１０は、典型的には固定された位置に所在し、従って、それの測位
機能は（ＡＰ基地局５１０が移動されていないと仮定した場合に）位置を１回だけ取得す
ればよく、それは、本来は大きな量の時間又はその他のリソースを要することがある。さ
らに、ＡＰ基地局５１０が移動中でないときには、動いているＧＰＳ受信機に関して本来
可能であるよりも実質的に長い時間にわたってＧＰＳ波形を積分することが可能である。
【００５３】
　ＡＰ基地局５１０の他の特性は、バックホールネットワークを通じてのインターネット
へのコネクションであり、それは、幾つかの利点を提供することができる。第１の利点は
、インターネットサービスプロバイダは典型的にはそれらの顧客の位置に関する何らかの
情報を有するため近似位置を提供するためにそのコネクションを用いることができる点で
ある。第２に、ＡＰ基地局５１０と関連付けられたインターネットプロトコルアドレス（
ＩＰアドレス）は、ユーザの地理上の緯度、経度、及び推論による都市、地域及び国を決
定するために用いることができる。第３に、ＡＰ基地局５１０は、１つ以上のネットワー
ク時間サーバと通信中のネットワーク時間プロトコル（ＮＴＰ）クライアント又は高精度
時間プロトコル（ＰＴＰ）クライアントを用いてＧＰＳ時間又はＵＴＣの推定値を取得す
ることができる。第４に、ＡＰ基地局５１０は、バックホールを介して衛星天体暦及びア
ルマナック情報をダウンロードすることができ、測位データチャネル（例えば、ＧＰＳデ
ータチャネル）の復調、又はこのデータを入手するためのセルラーネットワークを通じて
のデータコネクションの確立の必要性からそれを解放することができる。上記の利点は、
特にひとつに結合されたときには、衛星信号又は擬似衛星信号を取得するために必要な探
索を実質的に低減させ、それによって関連付けられたデータチャネルの復調の必要性をな
くすことができる。
【００５４】
　例えば、ＡＰ基地局の上述される特性は、位置及びタイミング情報の取得を試みる測位
受信機（例えば、ＧＰＳ受信機）に有用情報を提供することができ、及び与えられたＡＰ
基地局によって実装された測位受信機及び／又はその他の技法が時間、周波数、及び位置
の推定値を取得するのを援助するために用いることができる情報を入手する方法を提供す
ることができる。
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【００５５】
　ここにおいて説明される実施形態の一態様により、位置特定技法は、ＧＰＳシステム又
はその他の衛星測位システム（ＳＰＳ）、例えば、グローバル航法衛星システム（グロナ
スＧＬＯＮＡＳＳ／ＧＮＳＳ）、提案されている欧州ガリレオシステム、等、のための受
信機をＡＰ基地局内で用いることを含むことができる。ＧＰＳは、搬送波帯域で変調され
た擬似ランダム雑音（ＰＲＮ）符号をブロードキャストする衛星のネットワークによって
形成された衛星方式航法システムであることが注記される。ＧＰＳ衛星は、ＧＰＳ受信機
がそれらの位置を推定することができる信号を送信する。各ＧＰＳ衛星は、２つの搬送波
信号を用いて信号を送信することができる。第１の搬送波信号は、２つのＰＲＮ符号、す
なわち、粗精度取得（Ｃ／Ａ）符号、及び高精度（Ｐ）符号、を用いて変調することがで
きる。各ＧＰＳ衛星は、ＧＰＳのその他の衛星からそれを区別するために異なるＰＲＮ符
号を用いることができる。
【００５６】
　ＧＰＳ受信機の位置を決定することは、少なくとも４つの衛星信号の取得及び追跡を含
むことができる。ＧＰＳ信号取得は、様々な位相オフセット及びドップラシフト周波数に
おいて関連付けられた衛星の受信されたＧＰＳ信号とＣ／Ａ符号との間の相関関係を計算
することをしばしば含む。信号取得に引き続き、信号追跡プロセスは、位相オフセット及
びドップラシフト周波数において識別された衛星からの信号を復号することができる。信
号追跡段階中に、識別された衛星から航法データを受信することができる。ＧＰＳ衛星に
よって送信された航法データには、ＧＰＳ受信機の位置を検出することができる、衛星測
位及びクロックタイミング（すなわち、タイムスタンプ）に関連するデータ、が埋め込ま
れており、天体暦データと共通して呼ばれる。
【００５７】
　４つよりも少ない衛星が明確な視界内に存在するときにＧＰＳ受信機の位置を検出する
ためには、マクロ／地上基地局によって送信されたＣＤＭＡ信号、等を用いてＡＰ基地局
のＧＰＳ受信機の位置を推定することができる。無線デバイスとマクロ基地局との間の通
信は、マクロ基地局から無線デバイスに信号が送信される順方向リンク、及び無線デバイ
スから送信された信号が基地局によって受信される逆方向リンクによってしばしば確立さ
れる。
【００５８】
　関連する態様においては、ＳＰＳ（例えば、ＧＰＳ、等）は、衛星と擬似衛星の組み合
わせを含むことができる。擬似衛星は、地上における送信機であり、それらは、Ｌバンド
搬送波信号で変調され、概してＳＰＳ時間と同期化された（ＧＰＳ信号に類似する）ＰＮ
符号をブロードキャストする。各送信機には、遠隔受信機による識別を可能にするために
一意のＰＮ符号を割り当てることができる。擬似衛星は、軌道周回衛星からのＳＰＳ信号
を入手可能でないことがある状況、例えば、トンネル、鉱山、建物又はその他の囲まれた
エリア、において有用である。ここにおいて用いられる場合の用語「衛星」は、擬似衛星
又は擬似衛星の同等物を含むことが意図され、ここにおいて用いられる場合の用語ＧＰＳ
信号は、擬似衛星又は擬似衛星の同等物からのＧＰＳに類似する信号を含むことが意図さ
れる。以下においてさらに詳細に説明されるように、ＳＰＳ信号のための受信機を用いる
該方法は、完全自律型であることができ、又は、位置計算において援助データを提供する
ために又は共有するためにセルラーネットワークを利用することができる。これらの様々
な技法は省略して“ＳＰＳ”と呼ぶことができる。
【００５９】
　一実施形態においては、ＡＰ基地局は、数十ナノ秒内まで時間（例えば、ＧＰＳ時間、
ＵＴＣ、等）を推定するために、発振器が高精度で指定された周波数で動作するように統
制するために、及び／又は数メートル又は数十メートル内まで位置を推定するためにＧＰ
Ｓ航法信号を用いることができる。衛星搭載の原始時計は、典型的にはＧＰＳ時間に設定
されることが注記される。ＧＰＳ時間は、地球の自転に一致させるために補正されず、こ
のため、ＵＴＣに周期的に追加される閏秒又はその他の補正は含まない。ＧＰＳ航法メッ



(23) JP 5650218 B2 2015.1.7

10

20

30

40

50

セージは、ＧＰＳ時間とＵＴＣとの間のオフセット／差を含むことができる。従って、Ａ
Ｐ基地局のＧＰＳ／ＳＰＳ受信機は、好ましくは、ＧＰＳ時間からこのオフセットを減算
してＵＴＣ及び特定の時間帯値を計算する。
【００６０】
　ここにおいて説明される実施形態の他の態様により、ＧＰＳの信頼性又は精度を向上さ
せるためにアシステッドＧＰＳ（Ａ－ＧＰＳ）を用いることができる。Ａ－ＧＰＳは、Ｇ
ＰＳ信号の取得及び追跡を容易にするためにＧＰＳ受信機に追加情報を提供することを概
して含む。該援助は、ＧＰＳ受信機がＧＰＳ信号を取得及び追跡するために探索しなけれ
ばならないドップラ及び符号空間を有意に低減させること、及びＧＰＳ受信機がＧＰＳデ
ータチャネルを復調する必要性をなくすことが意図される。これらの事は両方とも、受信
機感度の有意な向上に貢献し、ＧＰＳ受信機が援助なしで動作することができない位置に
おいてフィックス（ｆｉｘ）及び時間推定値を提供するのを可能にする。例えば、ＧＰＳ
受信機に提供される追加情報は、ＧＰＳ以外の源からの時間及び／又は位置の初期推定値
、及び／又は復調されたＧＰＳデータチャネル以外の源からの衛星アルマナック及び天体
暦情報を含むことができる。
【００６１】
　ここにおいて説明される他の態様により、位置（ｐｏｓｉｔｉｏｎ）／（所在）位置（
ｌｏｃａｔｉｏｎ）の決定のために及び時間（例えば、ＧＰＳ時間、ＵＴＣ、等）の推定
値を取得及び追跡するために地上航法信号、例えば、ＬＯＲＡＮ信号（例えば、ＬＯＲＡ
Ｎ－Ｃ信号）を用いることができる。例えば、ＡＰ基地局は、アンテナと位置センサ／プ
ロセッサとを含むＬＯＲＡＮ－Ｃモジュールを含むことができる。ＬＯＲＡＮ－Ｃ信号は
、ＡＰ基地局で受信することができ、そこでそれらは処理され、その結果得られた位置決
定を固定局（例えば、ＬＯＲＡＮ－Ｃ局、等）に送信することができる。
【００６２】
　ＬＯＲＡＮ－Ｃシステムは、数多くの様式で（航空、海洋、地上、及びタイミングの各
用途）ＳＰＳの独立したバックアップとして動作することができる。代替においては、又
は追加として、ＬＯＲＡＮ－Ｃシステムは、ＳＰＳと連繋して機能することができる。例
えば、ＳＰＳは、ＬＯＲＡＮ－Ｃの精度を大幅に向上させる大地導電率補正係数を生成す
るために用いることができ、及び／又は、ＬＯＲＡＮ－Ｃは、ＳＰＳ性能を向上させるた
めに微分ＳＰＳ補正及び完全性メッセージを送信するために用いることができる。
【００６３】
　ここにおいて説明される実施形態の他の態様により、ＡＰ基地局の（所在）位置／位置
を決定又は推定するために高度順方向リンク三辺測量（ＡＦＬＴ）、到着時間差（ＴＤＯ
Ａ）、往復遅延（ＲＴＤ）、及び／又は姿勢補助を用いることができる。例えば、ＡＦＬ
Ｔ手法においては、Ａ－ＧＰＳと対照的に、三辺測量技法は、位置を決定するためにＧＰ
Ｓ衛星を使用せず、むしろ、位置を決定するために、デバイス（例えば、ＡＴ又はＡＰ基
地局）が、付近のマクロ基地局（塔）からの信号の測定を行って時間／距離読取値をネッ
トワークに報告して戻し、それらがデバイスの近似位置を三辺測量するために用いられる
。最適なポジションフィックス（ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｆｉｘ）を得るために少なくとも３
つの周辺の衛星が典型的に用いられる。
【００６４】
　図６は、マクロ基地局６０１、６０３、及び６０５からの信号の受信時間（ＴＲ１、Ｔ
Ｒ２、ＴＲ３）がＡＰ基地局６１１において測定されるＡＦＬＴシステムの典型的な実施
形態を示す。このタイミングデータは、ＡＰ基地局６１１の位置を計算するために用いる
ことができる。該計算は、ＡＰ基地局６１１自体において、又は、ＡＰ基地局６１１によ
ってそのようにして入手されたタイミング情報がバックホール又はその他の通信リンクを
介してロケーションサーバに送信される場合はそのロケーションサーバ（例えば、ロケー
ションサーバ６１５）で行うことができる。
【００６５】
　典型的に、受信時間は、マクロ基地局（例えば、セルラー基地局６０１、又は６０３、
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又は６０５）のうちの１つを通じてロケーションサーバ６１５に通信される。ロケーショ
ンサーバ６１５は、無線ネットワーク６１３（例えば、モバイル交換センター）、回線交
換網６１７（例えば、固定公衆交換電話網）、及び／又はパケット交換網６１９（例えば
、パケットデータサービスノード）を通じてマクロ基地局からデータを受信するために結
合することができる。ロケーションサーバは、マクロ基地局の位置及び／又はマクロ基地
局のカバレッジエリアを提供する基地局アルマナック（ＢＳＡ）サーバを含むことができ
る。ＢＳＡサーバは、バックホールリンクを介してネットワークと通信可能なＡＰ基地局
の位置及びカバレッジエリアに関する情報も含むことができることが注記される。ロケー
ションサーバ及びＢＳＡサーバは、互いに分離させることができ、及びロケーションサー
バは位置決定のための基地局アルマナックを入手するために基地局と通信できることも注
記される。
【００６６】
　モバイル交換センターは、携帯電話に及び携帯電話からその他の電話（例えば、ＰＳＴ
Ｎの固定電話又はその他の携帯電話）に信号を搬送できるように固定ＰＳＴＮ又はパケッ
トデータサービスノードに及び固定ＰＳＴＮ又はパケットデータサービスノードから信号
（例えば、音声通信）を提供することができる。ロケーションサーバは、基地局のうちの
幾つかからの放射の相対的タイミングを決定することを試みてこれらの放射をモニタリン
グすることもできる。
【００６７】
　他の手法では、ＡＰ基地局６１１の位置を決定するためにＴＤＯＡ技法を実装すること
ができ、それにより、ＡＰ基地局６１１からの信号の受信時間は、幾つかのマクロ基地局
で測定される（例えば、基地局６０１、６０３及び６０５で行われる測定）。図６は、Ｔ
Ｒ１、ＴＲ２、及びＴＲ３の矢印の向きを逆にするとこの事例に当てはまる。このタイミ
ングデータは、ＡＰ基地局の位置を計算するためにロケーションサーバに通信することが
できる。
【００６８】
　さらに他の手法では、ＡＰ基地局の位置を決定するためにＲＴＤ技法を用いることがで
きる。例えば、ＲＴＤは、マクロ基地局からＡＰ基地局に送信されて次に返信される信号
に関して決定することができる。同様の、ただし代替の、方法では、ＡＰ基地局からマク
ロ基地局に送信されて次に返信される信号に関して往復遅延が見つけられる。これらの往
復遅延の各々は、2で割って1方向時間遅延の推定値を決定することができる。マクロ基地
局の位置及び一方向遅延を知っていることは、ＡＰ基地局の位置を地球上の１つの円に限
定する。次に、別個のマクロ基地局からの２つの該測定値の結果２つの円の交点が得られ
、それは、地球上の２点に位置を限定する。第３の測定（さらには到着角度又はセルセク
タ）が曖昧さを解決する。
【００６９】
　さらに他の手法では、ＡＦＬＴ又はＴＤＯＡのいずれかとＳＰＳ技法の組み合わせは、
ハイブリッドシステムと時々呼ばれ、ＡＰ基地局の位置を決定するために用いることがで
きる。ＡＰ基地局の位置を決定するために高度補助、等を使用可能であることが注記され
る。高度補助は、高度の擬似測定値に典型的に基づく。ＡＰ基地局の位置の高度を知って
いることは、ＡＰ基地局の可能な位置を、地球の中心に中心を有する球体の表面に限定す
る。この知っていることは、ＡＰ基地局の位置を決定するために要求される独立した測定
の数を低減させるために用いることができる。
【００７０】
　ここにおいて説明される実施形態の他の態様により、位置及び時間を推定するために、
及び／又は周波数基準を導き出すためにＣＤＭＡセルサイトからのパイロット及び同期チ
ャネル信号をＡＰ基地局によって用いることができる。図７に示される典型的な実施形態
を参照し、ＡＰ基地局のＧＰＳ受信機７００が提供される。しかしながら、自己タイミン
グ及び／又は自己位置特定のためのパイロット及び／又は同期チャネル信号の使用は、Ａ
Ｐ基地局のあらゆる測位受信機に対して適用可能であることが理解されるであろう。
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【００７１】
　ＧＰＳ受信機７００は、ＣＤＭＡ信号が発生するマクロ基地局のアイデンティティを示
す該信号を検出するために用いることができるＣＤＭＡパイロット／基準チャネル、同期
チャネル、及びページングチャネル受信機７０１を含むことができる。受信機７００は、
プロセッサ７０３と、ＧＰＳフロントエンド７０５と、相関器７０７と、メモリ７０９と
、時間－周波数領域変換プロセッサ７１１と、を含むこともできる。
【００７２】
　ＧＰＳ受信機７００によって受信された該信号を送信したマクロ基地局のアイデンティ
ティを知ることによって、マクロ基地局の位置は、受信機７００内のルックアップテーブ
ルによって決定することができる。これで、受信機７００の位置は、受信機７００がマク
ロ基地局によって送信された信号を受信することができる距離に等しい距離内まで知るこ
とができる。
【００７３】
　ＣＤＭＡシステム時間は、マクロ基地局から受信された信号から決定できることが注記
されるべきである。ＧＰＳ時間は、マクロ基地局からＧＰＳ受信機７００への信号の伝搬
によって課せられる時間オフセットに起因して正確に決定されないことがあることが注記
される。このオフセットは、往復遅延を測定することによって、ＧＰＳ受信機がＣＤＭＡ
と適合可能なＡＰ基地局を含むか又はＣＤＭＡと適合可能なＡＰ基地局に動作可能な形で
結合される実施形態において考慮することができる。
【００７４】
　関連する態様においては、ＣＤＭＡシステム時間及び受信可能な最寄りのＣＤＭＡマク
ロ基地局の位置を受信することによって、ＧＰＳ受信機７００は、格納されたアルマナッ
クを確認することができる。アルマナック内の情報は、いずれの衛星が視界内に存在する
見込みであるか（すなわち、ＧＰＳ受信機７００がいずれの衛星から信号を受信可能であ
る見込みであるか）を決定するために用いることができる。いずれの衛星が視界内に存在
するかを決定することは、ＧＰＳ衛星を取得するために要求される探索時間量を大幅に低
減させることができる。
【００７５】
　ここにおいて説明される実施形態の他の態様により、ミクロセルビーコンによって補助
された位置、時間、及び／又は周波数の決定をＡＰ基地局によって実装することができる
。ＳＰＳに基づく位置決定システム又はハイブリッド位置決定システムは、ＡＰ基地局が
一定の地理上の環境にあるときに非常に信頼性が高い及び精密な位置、時間、及び／又は
周波数情報を提供することができる一方で、（例えば、屋内の奥の環境における）航法信
号の遮断に起因してロケーションフィックスイールド（ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｆｉｘ　ｙｉ
ｅｌｄ）が低減される可能性がある。ハイブリッド位置システムにおいてＧＰＳシステム
を補完するために無線セルラー通信システムが利用されるときでも（例えば、ＡＦＬＴ、
等）、その結果得られるポジションフィックスは、数多くの貴重な位置に基づくサービス
を可能にする上では依然として十分な精度でないことがある。
【００７６】
　一方式では、ミクロセルビーコンが識別情報（例えば、送信機の一意のＩＤ、通りの番
地、商業地の名前）をブロードキャストし、それは、送信機の位置座標を探すために用い
ることができる。“Methods and Apparatuses for Beacon Assisted Position Determina
tion Systems”（ビーコン補助位置決定システムのための方法及び装置）という題名を有
し、ここの譲受人に対して譲渡され及びここにおける引用によって明示でここに組み入れ
られている米国特許出願第１１／５４７，２９０号（出願日：２００８年４月１６日）に
おいてミクロセルビーコンに関するさらなる詳細が提供されている。自己タイミング及び
／又は自己位置特定のためにＡＰ基地局によって同じ又は同様の技法を用いることができ
る。ミクロセルビーコンでブロードキャストされてＡＰ基地局で受信された識別情報は、
ＡＰ基地局の位置を決定するためにバックホールリンク及び／又はその他の通信リンクを
用いてＡＰ基地局から遠隔サーバ（例えば、位置決定エンティティ）にさらに送信するこ
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とができる。代替においては、又は追加として、ミクロセルビーコンによってブロードキ
ャストされた高度情報は、ＡＰ基地局の位置を決定する際の高度補助のために用いること
ができる。
【００７７】
　関連する態様においては、商業及び／又は安全性に基づく用途が存在する大幅に遮断さ
れた環境において高精度のロケーションフィックスを提供するために、１つ以上のミクロ
セルビーコンを広域位置特定システム、例えば、ハイブリッドＧＰＳシステム、とともに
用いることができる。例えば、ミクロセルビーコンは、緊急応答のための高速かつ高精度
の位置識別を有することが望ましいエリア（例えば、犯罪率又は事故率が高いエリア）に
おいて用いることができる。従って、ＧＰＳ信号の遮断が本来であれば広域位置特定シス
テムのみに基づく高速かつ高精度の位置識別を妨げることがあるエリア内において緊急呼
（例えば、９１１）が行われるＡＰ基地局の位置を素早く識別することができる。
【００７８】
　さらなる関連する態様においては、ミクロセルビーコンは、ローカルエリアデータ通信
用の大量消費市場電子機器、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ、等
、に基づく短距離データ送信機を使用する。これらのビーコンは、ＡＰ基地局及び／又は
ＡＰ基地局と通信するアクセス端末（ＡＴ）の正確な位置が商業上又は安全上の理由に基
づいて貴重であるエリアに設置することができる。ＡＰ基地局のトランシーバモジュール
は、（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈチップ又はＷｉ－Ｆｉに基づく電子機器を用いて）ミ
クロセルビーコン信号を受信する能力を装備することができる。
【００７９】
　ここにおいて説明される実施形態の他の態様により、ユーザの公共インターネットＩＰ
アドレスをその他の電子的に近隣のサーバ及びルータの既知の位置と比較することによっ
てそのユーザの地理上の緯度、経度、及び推論による都市、地域及び国を決定するために
ＡＰ基地局及び／又はバックホールと関連付けられたＩＰアドレスが用いられるジオロケ
ーション技法が提供される。
【００８０】
　ここにおいて説明される実施形態の他の態様により、ＡＰ基地局は、それの１つ以上の
内部クロックをＧＰＳ時間、ＵＴＣ、又はその他の時間標準／基準と同期化するためにバ
ックホール（有線又は無線）を介して遠隔時間源と通信することができる。例えば、遠隔
時間源は、無線、衛星、モデム、等を介してＵＴＣと同期化されるＩＰネットワーク内の
数多くのサーバのうちの１つであることができる。遠隔時間源は、ＡＰ基地局の内部クロ
ックを更新又は同期化させるための時間情報を提供するために用いることができる。例え
ば、これは、ＮＴＰソフトウェアプログラムを用いて達成させることができる。ＮＴＰは
、何らかの時間基準にクロックを同期化させるためのインターネット標準プロトコルであ
る。例えば、ＮＴＰは、測位モジュール／受信機内で又はＡＰ基地局の少なくとも１つの
プロセッサによって実行させることができる。
【００８１】
　ＮＴＰは、ＡＰ基地局の時間基準を同期化するための信頼できる時間情報源であり、ジ
ッタバッファを用いて可変レーテンシーの影響に耐えるように設計することができる。Ｎ
ＴＰは、理想的な条件下においては、通常は公共インターネット上では１０ミリ秒以内に
時間を維持することができ、及び、ローカルエリアネットワークでは２００マイクロ秒又
はそれよりも優れた精度を達成させることができる。ＮＴＰは、ＵＴＣと同期化するため
に共通して用いられる。
【００８２】
　代替においては、又は追加として、ＡＰ基地局は、ネットワーク（例えば、イーサネッ
ト）の精密な同期化を可能にする時間転送プロトコルであるＰＴＰを介して内部クロック
を同期化することができる。ハードウェアによって生成されるタイムスタンプを使用する
ときにはＰＴＰによってナノ秒範囲内の精度を達成させることができる。ＰＴＰは、関連
付けられたネットワーク時間サーバから正確な時間推定値を取得するためにＡＰ基地局内
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のプロセッサ又はその他の場所で実行することができる。
【００８３】
　ここにおいて説明される実施形態の１つ以上の態様により、ＡＰ基地局における自己タ
イミング及び／又は自己位置特定のためのデバイス及び装置が提供される。図８Ａを参照
し、ＡＰ基地局として、又はＡＰ基地局内での使用のためのプロセッサ又は同様のデバイ
スとして構成することができる典型的な装置８００が提供される。例示されるように、装
置８００は、第１のデータ源からＳＰＳ信号を取得するための手段８５０を備えることが
できる。ＳＰＳ信号は、ＳＰＳ時間データ、ＳＰＳ周波数データ、及び／又はＳＰＳ位置
データを備えることができる。装置８００は、（ａ）ＡＴ、（ｂ）バックホールを介する
マクロネットワーク、（ｃ）マクロネットワークと通信可能な基地局、及び（ｄ）代替デ
ータ源、例えば、第２及び第３のデータ源、のうちの少なくとも１つと通信するための手
段８５５を含むこともできる。装置８００は、バックホールとマクロネットワークとの間
の通信を可能にするためのバックホールインタフェース８１２を含むことができる。
【００８４】
　通信のための手段８５５（例えば、トランシーバ、等）は、バックホールを介して衛星
アルマナック及び天体暦情報をダウンロードすることができる。ダウンロードされた情報
は、ＳＰＳ受信機又は同様の物がデバイス位置及びＧＰＳ時間のうちの少なくとも１つを
推定するのを援助するために装置８００によって用いることができる。通信するための手
段８５５は、セルサイトからパイロット信号および同期チャネル信号のうちの少なくとも
１つを受信することができる。
【００８５】
　装置８００は、ＳＰＳ時間データに基づいてＳＰＳ時間誤差を決定するための手段８６
０と、ＳＰＳ周波数データに基づいてＳＰＳ周波数誤差を決定するための手段８６５と、
ＳＰＳ位置データに基づいてＳＰＳ位置誤差を決定するための手段８７０と、をさらに含
むことができる。
【００８６】
　装置８００は、ＳＰＳ時間誤差が定義された時間誤差スレショルドを超えないときにＳ
ＰＳ時間データに少なくとも部分的に基づいてクロック８１４を同期化するための手段８
７５をさらに含むことができる。装置８８０には、ＳＰＳ周波数誤差が定義された周波数
誤差スレショルドを超えないときにＳＰＳ周波数データに少なくとも部分的に基づいて周
波数基準を入手するための手段８８０をさらに含めることもできる。
【００８７】
　図８Ｂを参照し、装置８００は、ＳＰＳ位置誤差が定義された位置誤差スレショルドを
超えないときにＳＰＳ位置データに少なくとも部分的に基づいてデバイスの位置を推定す
るための手段８８２と、第２のデータ源から第２の時間データ、第２の周波数データ及び
第２の位置データのうちの少なくとも１つを入手するための手段８８４と、を含むことが
できる。
【００８８】
　図８Ｃを参照し、装置８００は、（ａ）第２の時間データに基づいて第２の時間誤差を
、（ｂ）第２の周波数データに基づいて第２の周波数誤差を、及び（ｃ）第２の位置デー
タに基づいて第２の位置誤差を、決定するための手段８９０を含むこともできる。さらに
、装置８００には、第２の時間誤差が定義された時間誤差スレショルドを超えないときに
第２の時間データに少なくとも部分的に基づいてクロック８１４を同期化するための手段
８９２も含めることができる。
【００８９】
　装置８００は、第２の周波数誤差が定義された周波数誤差スレショルドを超えないとき
に第２の周波数データに少なくとも部分的に基づいて周波数基準を入手するための手段８
９４を含むこともできる。装置８００は、第２の位置誤差が定義された位置誤差スレショ
ルドを超えないときに第２の位置データに少なくとも部分的に基づいてデバイスの位置を
推定するための手段８９６を含むこともできる。さらに、装置８００には、第３のデータ
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源から第３の時間データ、第３の周波数データ及び第３の位置データのうちの少なくとも
１つを入手するための手段８９８を含めることもできる。
【００９０】
　図９Ａを参照し、装置８００は、（ａ）ＳＰＳ時間データ及び第２の時間データ、（ｂ
）ＳＰＳ周波数データ及び第２の周波数データ、及び（ｃ）ＳＰＳ位置データ及び第２の
位置データのうちの少なくとも１つを比較することによって第１のデータ源および第２の
データ源の相対的信頼性を決定するための手段９１０を含むことができる。装置８００に
は、データ源の各々の相対的信頼性に基づいて第１のデータ源および第２のデータ源のう
ちの１つからの情報により大きい重みを与えるための手段９２０を含めることもできる。
装置８００は、データ源の各々の相対的信頼性に基づいて複数のデータ源の各々からの情
報に与えられた重みを変化させるための手段を含むこともできることが注記される。
【００９１】
　第１のデータ源は、全地球測位システム（ＧＰＳ）、アシステッドＧＰＳシステム（Ａ
－ＧＰＳ）、等の複数の衛星を備えることができる。第２のデータ源は、マクロネットワ
ークのセルサイトを備えることができ、及び／又は地上航法システム、例えば、長距離電
波航法－Ｃ（ＬＯＲＡＮ－Ｃ）システム、を備えることができる。第２のデータ源は、バ
ックホールを介してデバイスと通信可能なサーバを備えることができ、及び／又は、ユー
ザがＧＰＳ時間、周波数基準、及びデバイス位置のうちの少なくとも１つに関するデータ
を入力することができるユーザ入力インタフェースを備えることができる。
【００９２】
　サーバは、ネットワーク時間プロトコル（ＮＴＰ）又は高精度時間プロトコル（ＰＴＰ
）を備えることができる。さらに、装置８００は、高度順方向リンク三辺測量（ＡＦＬＴ
）を実装するように構成することができる。ＳＰＳ時間データは、ＧＰＳシステムのＧＰ
Ｓ信号に含まれるＧＰＳタイムスタンプを備えることができる。ＳＰＳ周波数データは、
ＧＰＳ信号に含まれるＧＰＳ周波数基準を備えることができる。
【００９３】
　さらに、第２のデータ源は、ＧＰＳ時間、周波数基準、及びデバイス位置のうちの少な
くとも１つに関する外部パルスデータを受信することができる外部ハードウェアインタフ
ェースであることができる。第３のデータ源は、マクロネットワークの他のセルサイト、
第２のデータ源に関して上述されるデータ源のうちのいずれか、又はそれらの変形を備え
ることができる。
【００９４】
　装置８００は、データ源の各々の相対的信頼性に基づいて第１のデータ源又は第２のデ
ータ源からの情報を利用するための手段９２５をさらに含むことができる。さらに、装置
８００は、データ源の各々の相対的信頼性に基づいて第２のデータ源又は第３のデータ源
からの情報を選択的に利用することもできる。装置８００には、セルサイトからパイロッ
ト信号および同期チャネル信号のうちの少なくとも１つを受信するための手段９３０を含
めることもできる。さらに、装置８００は、パイロット信号及び同期チャネル信号のうち
の少なくとも１つに基づいてセルサイトのセル位置を決定するための、及びセル位置をデ
バイス位置に関する開始推定値として用いるための手段９３５を含むことができる。
【００９５】
　図９Ｂを参照し、装置８００は、パイロット信号、同期チャネル信号、等のうちの少な
くとも１つから擬似距離情報を計算するための手段９４０を含むことができる。装置８０
０には、デバイス位置及びＧＰＳ時間のうちの少なくとも１つを推定するために擬似距離
情報を用いるための手段９４５を含めることもできる。さらに、装置８００は、ＬＯＲＡ
Ｎ－Ｃ局からのＬＯＲＡＮ－Ｃ信号に少なくとも部分的に基づいて擬似距離情報を計算す
るための手段９５０を含むことができる。
【００９６】
　装置８００は、（ａ）デバイス位置及びＧＰＳ時間のうちの少なくとも１つを推定する
ために擬似距離情報を、及び（ｂ）デバイス位置に少なくとも部分的に基づいて局部発振
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器を統制し及びＧＰＳ時間を追跡するためにＬＯＲＡＮ－Ｃ信号を、用いるための手段９
５５をさらに含むことができる。さらに、装置８００は、擬似距離情報およびローカルク
ロック情報をサーバに送信するための、及び（ａ）推定されたデバイス位置及び（ｂ）推
定されたＧＰＳ時間のうちの少なくとも１つをサーバから受信するための手段９６０を含
むことができる。
【００９７】
　図９Ｃを参照し、装置８００は、バックホールと関連付けられたインターネットプロト
コル（ＩＰ）アドレスに少なくとも部分的に基づいてデバイス位置を推定するための手段
９６５を含むことができる。装置８００は、デバイス位置の変化を検出するための、及び
その変化をホストセルラーネットワークに通知するための手段９７０を含むこともできる
。装置８００には、ＳＰＳ受信機が信頼できるＳＰＳ信号を取得できないことに応答して
第２のデータ源と通信するための手段９７５を含めることもできる。さらに、装置８００
は、与えられた受信されたデータに関する与えられた誤差を決定するための手段９８０を
含むことができる。
【００９８】
　ＳＰＳ受信機が信頼できるＳＰＳ信号を取得できないことは、（ａ）ＳＰＳ時間誤差が
時間誤差スレショルドを超えている、（ｂ）ＳＰＳ周波数誤差が周波数誤差スレショルド
を超えている、及び（ｃ）ＳＰＳ位置誤差が位置誤差スレショルドを超えている、のうち
の少なくとも１つを備えることができる。できない場合は、トランシーバモジュールは、
バックホールを介してマクロネットワークのサーバに連絡することができる。時間誤差ス
レショルド、周波数誤差スレショルド、及び位置誤差スレショルドは、干潮線値及び／又
は満潮線値を備えることができる。
【００９９】
　装置８００は、与えられた誤差が干潮線値を超えないことに応答して少なくとも１つの
計算のために与えられた受信されたデータを用いるための手段９８５をさらに含むことが
できる。装置８００には、与えられた誤差が干潮線値を超えることに応答して少なくとも
１つの計算のために与えられた受信されたデータとともに他の受信されたデータを用いる
ための手段９９０を含めることもできる。さらに、装置８００は、与えられた誤差が満潮
線値を超えることに応答して与えられた受信されたデータの非信頼性に関してサーバに通
知するための手段９９５を含むことができる。与えられたデータは、ＳＰＳ時間データ、
ＳＰＳ周波数データ、及びＳＰＳ位置データのうちの少なくとも１つを備えることができ
る。
【０１００】
　装置８００は、プロセッサとしてではなくＡＰ基地局として構成された装置８００の場
合は、少なくとも１つのプロセッサを有するプロセッサモジュール８３０を任意選択で含
むことができる。該場合のプロセッサ８３０は、バス８１０又は同様の通信カップリング
を介して、手段８５０乃至９９５、及びそれらのコンポーネントと通信可能である。プロ
セッサ８３０は、手段８５０乃至９９５、及びそれらのコンポーネントによって実行され
るプロセス又は機能の開始及びスケジューリングを行うことができる。
【０１０１】
　関連する態様においては、装置８００は、（ａ）ＡＴ、（ｂ）バックホールを介するマ
クロネットワーク、（ｃ）マクロネットワークと通信可能な基地局（例えば、マクロ基地
局又は近隣のＡＰ基地局）、及び（ｄ）代替データ源（例えば、セルサイト、地上航法局
、サーバ、ユーザ入力インタフェース、等）のうちの少なくとも１つと通信するためのト
ランシーバモジュール８２０を含むことができる。トランシーバ８２０の代わりに又はト
ランシーバ８２０とともに独立型受信機及び／又は独立型送信機を用いることができる。
【０１０２】
　さらなる関連する態様においては、装置８００は、情報を格納するための手段、例えば
、メモリデバイス／モジュール８４０、を任意選択で含むことができる。コンピュータに
よって読み取り可能な媒体又はメモリデバイス／モジュール８４０は、バス８１０、等を
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介して装置８００のその他のコンポーネントに動作可能な形で結合することができる。コ
ンピュータによって読み取り可能な媒体又はメモリデバイス８４０は、手段８５０乃至９
９５、及びそれらのコンポーネント、又はプロセッサ８３０（ＡＰ基地局として構成され
た装置８００の場合）のプロセス及び動作又はここにおいて開示される方法を実行するた
めのコンピュータによって読み取り可能な命令及びデータを格納するために好適化するこ
とができる。
【０１０３】
　さらなる関連する態様においては、メモリモジュール８４０は、プロセッサモジュール
８３０が（ａ）ＳＰＳ時間データに基づいてＳＰＳ時間誤差を決定し、（ｂ）ＳＰＳ周波
数データに基づいてＳＰＳ周波数誤差を決定し、（ｃ）ＳＰＳ位置データに基づいてＳＰ
Ｓ位置誤差を決定し、（ｄ）ＳＰＳ時間誤差が定義された時間誤差スレショルドを超えな
いときにＳＰＳ時間データに少なくとも部分的に基づいてクロック（例えば、クロック８
１４）を同期化し、（ｅ）ＳＰＳ周波数誤差が定義された周波数誤差スレショルドを超え
ないときにＳＰＳ周波数データに少なくとも部分的に基づいて周波数基準を入手し、（ｆ
）ＳＰＳ位置誤差が定義された位置誤差スレショルドを超えないときにＳＰＳ位置データ
に少なくとも部分的に基づいてデバイスの位置を推定し、及び（ｇ）トランシーバモジュ
ール８２０を介して代替データ源と通信するための実行可能なコードを任意選択で含むこ
とができる。ステップ（ａ）乃至（ｇ）のうちの１つ以上を、上述される手段８５０乃至
９９５の代わりに又は上述される手段８５０乃至９９５とともにプロセッサモジュール８
３０によって実行することができる。
【０１０４】
　ここにおいて説明される実施形態の１つ以上の態様により、ＡＰ基地局による自己タイ
ミング及び自己位置特定を容易にするための方法が提供される。図１０Ａを参照し、後述
されるステップ１０１０乃至１１５０を含むことができる自己タイミング及び自己位置特
定を容易にするための典型的な方法１０００が提供される。ステップ１０１０において、
第１のデータ源からのＳＰＳ信号が受信される。ステップ１０１５において、方法１００
０は、（ａ）アクセス端末、（ｂ）マクロネットワーク、（ｃ）基地局、及び（ｄ）代替
データ源（例えば、第２及び第３のデータ源）のうちの少なくとも１つと通信することを
含む。ステップ１０２０において、次の項目のうちの１つ以上を決定することができる。
すなわち、（ａ）ＳＰＳ時間データに基づくＳＰＳ時間誤差、（ｂ）ＳＰＳ周波数データ
に基づくＳＰＳ周波数誤差、及び（ｃ）ＳＰＳ位置データに基づくＳＰＳ位置誤差。
【０１０５】
　ステップ１０２５において、ＳＰＳ時間誤差が定義された時間誤差スレショルドを超え
ないときにＳＰＳ時間データに少なくとも部分的に基づいて内部クロックを同期化するこ
とができる。ステップ１０３０において、周波数基準は、ＳＰＳ周波数誤差が定義された
周波数誤差スレショルドを超えないときにＳＰＳ周波数データに少なくとも部分的に基づ
いて入手することができる。方法１０００は、ＳＰＳ位置誤差が定義された位置誤差スレ
ショルドを超えないときにＳＰＳ位置データに少なくとも部分的に基づいてデバイスの位
置を推定することができるステップ１０３２を含むことができる。ステップ１０３５にお
いて、第２のデータ源から第２の時間データ、第２の周波数データ及び第２の位置データ
のうちの少なくとも１つを入手することができる。
【０１０６】
　図１０Ｂを参照し、ステップ１０４０において、（ａ）ＳＰＳ時間データ及び第２の時
間データ、（ｂ）ＳＰＳ周波数データ及び第２の周波数データ、及び（ｃ）ＳＰＳ位置デ
ータ及び第２の位置データのうちの少なくとも１つを比較することによって第１のデータ
源および第２のデータ源の相対的信頼性を入手することができる。ステップ１０４５にお
いて、データ源の各々の相対的信頼性に基づいて第１のデータ源又は第２のデータ源のう
ちの１つからの情報により大きい重みを与えることができる。ステップ１０５０において
、データ源の各々の相対的信頼性に基づいて第１のデータ源及び第２のデータ源のうちの
選択された１つからの情報を利用することができる。
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【０１０７】
　図１０Ｃを参照し、方法１０００は、ステップ１０５５において継続し、次の項目を決
定することができる。すなわち、（ａ）第２の時間データに基づく第２の時間誤差、（ｂ
）第２の周波数データに基づく第２の周波数誤差、及び（ｃ）第２の位置データに基づく
第２の位置誤差。ステップ１０６０において、第２の時間誤差が定義された時間誤差スレ
ショルドを超えないときに第２の時間データに少なくとも部分的に基づいてクロックを同
期化することができる。ステップ１０６５において、第２の周波数誤差が定義された周波
数誤差スレショルドを超えないときに第２の周波数データに少なくとも部分的に基づいて
周波数基準を入手することができる。
【０１０８】
　ステップ１０７０において、デバイスの位置は、第２の位置誤差が定義された位置誤差
スレショルドを超えないときに第２の位置データに少なくとも部分的に基づいて推定する
ことができる。ステップ１０７５において、第３のデータ源から第３の時間データ、第３
の周波数データ及び第３の位置データのうちの少なくとも１つを入手することができる。
ステップ１０８０において、（ａ）ＳＰＳ時間データ及び第２の時間データ、（ｂ）ＳＰ
Ｓ周波数データ及び第２の周波数データ、及び（ｃ）ＳＰＳ位置データ及び第２の位置デ
ータのうちの少なくとも１つを比較することによって第１のデータ源および第２のデータ
源の相対的信頼性を決定することができる。
【０１０９】
　図１０Ｄを参照し、方法１０００は、ステップ１０８５において継続し、第２のデータ
源および第３のデータ源の各々の相対的信頼性に基づいてそれらのデータ源のうちの１つ
からの情報により大きい重みを与えることができる。ステップ１０９０において、セルサ
イトからのパイロット信号および同期チャネル信号のうちの少なくとも１つが入手される
。ステップ１０９２において、パイロット信号および同期チャネル信号のうちの少なくと
も１つに基づくセルサイトのセル位置を決定することができる。推定されたセル位置は、
デバイス位置に関する開始推定値として用いることができる。
【０１１０】
　ステップ１０９４において、パイロット信号および同期チャネル信号のうちの少なくと
も１つから擬似距離情報を計算することができる。ステップ１０９６において、擬似距離
情報は、デバイス位置及びＧＰＳ時間のうちの少なくとも１つを推定するために用いるこ
とができる。ステップ１０９８において、擬似距離情報は、ＬＯＲＡＮ－Ｃ局からのＬＯ
ＲＡＮ－Ｃ信号に少なくとも部分的に基づいて計算することができる。
【０１１１】
　図１１Ａを参照し、方法１０００は、ステップ１１１０において継続し、（ａ）デバイ
ス位置及びＧＰＳ時間のうちの少なくとも１つを推定するために擬似距離情報を用いるこ
とができ、及び／又は（ｂ）デバイス位置に少なくとも部分的に基づいて局部発振器を統
制し及びＧＰＳ時間を追跡するためにＬＯＲＡＮ－Ｃ信号を用いることができる。ステッ
プ１１１５において、擬似距離情報及びローカルクロック情報は、サーバに送信すること
ができ、及び、（ａ）推定されたデバイス位置及び（ｂ）推定されたＧＰＳ時間のうちの
少なくとも１つをサーバから受信することができる。
【０１１２】
　図１１Ｂを参照し、方法１０００は、ステップ１１２０において継続し、デバイス位置
は、バックホールと関連付けられたインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスに少なく
とも部分的に基づいて推定することができる。ステップ１１２５において、デバイス位置
の変化が検出されたときにホストセルラーネットワークに通知することができる。ステッ
プ１１３０において、ＳＰＳ受信機が信頼できるＳＰＳ信号を取得できないことに応答し
て、代替データ源（例えば、第２のデータ源）と通信を確立することができる。ステップ
１１３５において、与えられた受信されたデータに関する与えられた誤差が決定される。
ステップ１１４０において、与えられた受信されたデータは、与えられた誤差が干潮線値
を超えないことに応答して少なくとも１つの計算のために用いることができる。ステップ
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１１４５において、与えられた誤差が干潮線値を超えることに応答して少なくとも１つの
計算のために与えられた受信されたデータとともに他の受信されたデータを用いることが
できる。ステップ１１５０において、与えられた誤差が満潮線値を超えることに応答して
与えられた受信されたデータの非信頼性に関してサーバに通知することができる。
【０１１３】
　この出願は本発明の特定の例を説明する一方で、当業者は、発明概念から逸脱すること
なしに本発明の変形を案出することが可能である。例えば、ここにおける教示は、回線交
換網の要素に言及するが、パケット交換領域ネットワークの要素に対しても等しく適用可
能である。語“典型的な”は、“１つの例、事例、又は実例”を提供することを意味する
ためにここにおいて用いられることが注記される。ここにおいて“典型的な”として説明
されるいずれの実施形態も、その他の実施形態よりも好ましい又は有利であるとは必ずし
も解釈されるべきではない。
【０１１４】
　ここにおいて説明される１つ以上の態様により、説明される複数の周辺のフェムトセル
及び／又はマクロセルに関する通信パラメータを決定することに関して推論を行うことが
できることが評価されるであろう。ここにおいて用いられる場合において、語“推論する
”又は“推論”は、概して、システム、環境、及び／又はユーザの状態をイベント及び／
又はデータを介して取得された一組の観察事項から推量するか又は推論するプロセスを指
す。推論は、特定の状況又は行動を識別するために採用することができるか、又は例えば
状態に関する確率分布を生成することができる。推論は、確率論的、すなわち、データ及
びイベントの考慮に基づいた対象状態に関する確率分布の計算であることができる。推論
は、より高いレベルのイベントを一組のイベント及び／又はデータから組み立てるために
採用される技法を指すこともできる。該推論の結果として、新しいイベント又は行動が一
組の観察されたイベント及び／又は格納されたイベントデータから構築されることになり
、これらのイベントが時間的に接近した形で相互に関連しているかどうか、及びこれらの
イベント及びデータが１つ又は幾つかのイベント及びデータ源からのものであるかどうか
を問わない。
【０１１５】
　本明細書において用いられる語及び句、及びそれらの変形は、別段明示されない限り、
限定するのとは反対に限定しないと解釈されるべきである。前記の例として、語“含む”
は、“含む、限定なしに”、等を意味するとして読まれるべきである。語“例”は、説明
中の項目又は品目の包括的な又は限定的な事例ではなく、典型的な事例を提供するために
用いられる。語“１つ”（“ａ”）又は“１つ”（“ａｎ”）は、“少なくとも１つ”、
“１つ以上”、等を意味するとして読まれるべきであり、“従来の”、“伝統的な”、“
通常の”、“標準的な”、“既知の”、等の形容詞及び同様の意味の語は、該当する項目
又は品目を与えられた期間に又は与えられた時間現在において入手可能な項目又は品目に
限定するものであるとは解釈されるべきでなく、逆に、現在又は将来のいずれかの時点で
入手可能又は既知である従来の、伝統的な、通常の、又は標準的な技術を包含すると読ま
れるべきである。同様に、本明細書が当業者にとって明確又は既知であろう技術に言及す
る場合は、該技術は、現在又は将来のいずれかの時点で当業者にとって明確又は既知であ
るそれらを包含する。
【０１１６】
　接続詞“及び”で連結された１つのグループの項目又は品目は、これらの項目又は品目
の各々のすべての１つがそのグループ内に存在することを要求するとは読まれるべきでな
く、むしろ別段明示されない限り“及び／又は”として読まれるべきである。同様に、接
続詞“又は”で連結された１つのグループの項目又は品目は、そのグループ内での互いの
排他性を要求するとは読まれるべきでなく、むしろ別段明示されない限り“及び／又は”
として読まれるべきである。さらに、本発明の項目、品目、要素又はコンポーネントは、
単数形で説明又は請求されることがあるが、単数形への限定が明示されない限り複数形が
本発明の適用範囲内にあることが企図される。



(33) JP 5650218 B2 2015.1.7

10

20

30

40

50

【０１１７】
　拡大語及び句、例えば、幾つかの事例における“１つ以上”、“少なくとも”、“ただ
し～に限定されない”又はその他の同様の句、の存在は、該拡大句が存在しない事例にお
いてはそれよりも狭義の事例が意図される又は要求されることを意味するとは読まれるべ
きではない。
【０１１８】
　さらに、ここにおいて説明される様々な実施形態は、典型的なブロック図、フローチャ
ート及びその他の図を用いて説明される。本明細書を読んだ後に当業者にとって明らかに
なるように、例示された実施形態及びそれらの様々な代替物は、例示された例への限定な
しに実装することができる。例えば、ブロック図及びそれに付随する説明は、特定の体系
又は構成を義務づけるとは解釈されるべきでない。
【０１１９】
　この出願で用いられる場合において、用語“コンポーネント”、“モジュール”、“シ
ステム”、等は、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組み合
わせ、ソフトウェア、又は実行中のソフトウェアのいずれであるかにかかわらず、コンピ
ュータに関連するエンティティを意味することが意図される。例えば、コンポーネントは
、プロセッサ上で実行中のプロセス、プロセッサ、オブジェクト、エクセキュータブル（
ｅｘｅｃｕｔａｂｌｅ）、実行スレッド、プログラム、及び／又はコンピュータであるこ
とができ、ただし、プロセッサ上で実行中のプロセス、プロセッサ、オブジェクト、エク
セキュータブル（ｅｘｅｃｕｔａｂｌｅ）、実行スレッド、プログラム、及び／又はコン
ピュータであることに限定されない。一例として、計算デバイスで実行中のアプリケーシ
ョン及びその計算デバイスの両方がコンポーネントであることができる。プロセス及び／
又は実行スレッド内には１つ以上のコンポーネントが常駐することができ、コンポーネン
トは、１つのコンピュータ上に局在化する及び／又は２つ以上のコンピュータ間で分散さ
せることができる。さらに、これらのコンポーネントは、様々なデータ構造が格納されて
いる様々なコンピュータによって読み取り可能な媒体から実行可能である。コンポーネン
トは、ローカル及び／又は遠隔プロセスによって、例えば１つ以上のデータパケット（例
えば、ローカルシステム又は分散型システム内の他のコンポーネントと対話中の、及び／
又はインターネット、等のネットワークを通じて信号を用いてその他のシステムと対話中
の、１つのコンポーネント、からのデータ）を有する信号に従って、通信することができ
る。
【０１２０】
　ここにおいて開示されたプロセス内のステップの特定の順序又は階層は、典型的な手法
の一例であることが理解される。設計上の優先度に基づき、プロセス内のステップの特定
の順序又は階層は、本開示の適用範囲内にとどまりつつ再編できることが理解される。添
付される方法請求項は、様々なステップの要素を見本の順序で提示したものであり、提示
された特定の順序又は階層に限定されることは意味しない。
【０１２１】
　当業者は、情報及び信号は様々な異なる技術及び技法のうちのいずれかを用いて表すこ
とができることを理解するであろう。例えば、上記の説明全体を通じて参照されることが
あるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電
流、電磁波、磁場、磁粒子、光学場、光学粒子、又はそれらのあらゆる組合せによって表
すことができる。
【０１２２】
　ここにおいて開示される例と関係させて説明される様々な例示的な論理ブロック、モジ
ュール、回路、方法及びアルゴリズムは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア
、又は両方の組み合わせとして実装可能であることを当業者はさらに評価するであろう。
ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に例示するため、上記においては、様々
な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、方法及びアルゴリズムが、そ
れらの機能の観点で一般的に説明されている。該機能がハードウェアとして又はソフトウ
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ェアとして実装されるかは、全体的システムに対する特定の用途上の及び設計上の制約事
項に依存する。当業者は、説明されている機能を各々の特定の用途に合わせて様々な形で
実装することができるが、該実装決定は、本発明の適用範囲からの逸脱を生じさせるもの
であるとは解釈されるべきではない。
【０１２３】
　さらに、様々な実施形態は、モバイルデバイスと関係させてここにおいて説明される。
モバイルデバイスは、システム、加入者ユニット、加入者局、移動局、モバイル、遠隔局
、遠隔端末、アクセス端末（ＡＴ）、ユーザ端末、端末、無線通信デバイス、ユーザエー
ジェント、ユーザデバイス、又はユーザ装置（ＵＥ）と呼ぶことも可能である。モバイル
デバイスは、携帯電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）フォン、
ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、
無線接続能力を有するハンドヘルドデバイス、計算デバイス、又は無線モデムに接続され
たその他の処理デバイスであることができる。さらに、様々な実施形態が基地局と関係さ
せてここにおいて説明される。基地局は、モバイルデバイスと通信するために利用するこ
とができ、アクセスポイント、ノードＢ、エボルブド（ｅｖｏｌｖｅｄ）ノードＢ（ｅＮ
ｏｄｅＢ又はｅＮＢ）、基地トランシーバ局（ＢＴＳ）又は何からのその他の用語で呼ぶ
ことも可能である。
【０１２４】
　さらに、ここにおいて説明される様々な態様又は特徴は、標準的なプログラミング及び
／又はエンジニアリング技法を用いて方法、装置、又は製造品として実装することができ
る。ここにおいて用いられる場合における語“製造品”は、あらゆるコンピュータによっ
て読み取り可能なデバイス、キャリア、又は媒体からアクセス可能なコンピュータプログ
ラムを包含することが意図される。例えば、コンピュータによって読み取り可能な媒体は
、磁気記憶装置（例えば、ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気スト
リップ、等）と、光学ディスク（例えば、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタルバーサ
タイルディスク（ＤＶＤ）、等）と、スマートカードと、フラッシュメモリデバイス（例
えば、消去可能プログラマブル読取専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、カード、スティック、キ
ードライブ、等）と、を含むことができ、ただし、磁気記憶装置（例えば、ハードディス
ク、フロッピーディスク、磁気ストリップ、等）、光学ディスク（例えば、コンパクトデ
ィスク（ＣＤ）、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）、等）、スマートカード、フ
ラッシュメモリデバイス（例えば、消去可能プログラマブル読取専用メモリ（ＥＰＲＯＭ
）、カード、スティック、キードライブ、等）に限定されない。さらに、ここにおいて説
明される様々な記憶媒体は、情報を格納するための１つ以上のデバイス及び／又はその他
の機械によって読み取り可能な媒体を代表することができる。用語“機械によって読み取
り可能な媒体”は、限定されることなしに、無線チャネルと、命令及び／又はデータを格
納、含有、及び／又は搬送することが可能な様々なその他の媒体と、を含むことができる
。
【０１２５】
　ここにおいて説明される技法は、様々な無線通信システム、例えば符号分割多元接続（
ＣＤＭＡ）、多搬送波ＣＤＭＡ（ＭＣ－ＣＤＭＡ）、ワイドバンドＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭ
Ａ）、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ、ＨＳＰＡ＋）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、
周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）、単一搬送波
周波数領域多重（ＳＣ－ＦＤＭＡ）及びその他の多元接続システム／技法、のために用い
ることができる。用語“システム”及び“ネットワーク”は、互換可能な形で用いること
ができる。ＣＤＭＡシステムは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ＣＤＭＡ
２０００、等の無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡは、Ｗ－ＣＤＭＡ及び／又は
ＣＤＭＡのその他の変形を含むことができる。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００規格
、ＩＳ－９５規格及びＩＳ－８５６規格を網羅する。ＴＤＭＡシステムは、グローバル移
動体通信システム（ＧＳＭ（登録商標））、等の無線技術を実装することができる。ＯＦ
ＤＭＡシステムは、エボルブド（Ｅｖｏｌｖｅｄ）ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラ
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モバイルブロードバンド（Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ）（ＵＭＢ）
、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥ
Ｅ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ、等の無線技術を実装することができる。ＵＴＲ
Ａ及びＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）の一部である。３
ＧＰＰロングタームエボリューション（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）（Ｌ
ＴＥ）は、ダウンリンクではＯＦＤＭＡ及びアップリンクではＳＣ－ＦＤＭＡを採用する
、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの近い将来のリリース版である。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴ
ＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ及びＧＳＭは、“第３世代パートナーシッププロジェクト”（３
ＧＰＰ）という名称の組織からの文書において記述される。さらに、ＣＤＭＡ２０００及
びＵＭＢは、“第３世代パートナーシッププロジェクト２”（３ＧＰＰ２）という名称の
組織からの文書において記述される。ここにおいて説明される無線通信システムは、１つ
以上の規格、例えば、ＩＳ－９５、ＣＤＭＡ２０００、ＩＳ－８５６、Ｗ－ＣＤＭＡ、Ｔ
Ｄ－ＳＣＤＭＡ、等、を実装できることがさらに注記される。
【０１２６】
　ここにおいて開示される例と関係させて説明される様々な例示的な論理ブロック、モジ
ュール、及び回路は、ここにおいて説明される機能を果たすように設計された汎用プロセ
ッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィー
ルドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）又はその他のプログラミング可能な論理デ
バイス、ディスクリートゲートロジック、ディスクリートトランジスタロジック、ディス
クリートハードウェアコンポーネント、又はそれらのあらゆる組合せ、を用いて実装又は
実行することができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであることができるが、
代替においては、プロセッサは、従来のどのようなプロセッサ、コントローラ、マイクロ
コントローラ、又はステートマシンであってもよい。プロセッサは、計算デバイスの組合
せ、例えば、ＤＳＰと、１つのマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッ
サとの組合せ、ＤＳＰコアと関連する１つ以上のマイクロプロセッサとの組合せ、又はそ
の他のあらゆる該構成との組合せ、として実装することもできる。
【０１２７】
　ここにおいて開示される例と関係させて説明される方法又はアルゴリズムは、直接ハー
ドウェア内において、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール内において
、又はこれらの２つの組み合わせ内において具現化することが可能である。ソフトウェア
モジュールは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメモリ、読取専用メモリ
（ＲＯＭ）、ＥＰＲＯＭ、電気的消去可能プログラマブル読取専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ
）、レジスタ、ハードディスク、取り外し可能なディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、又は当業にお
いて既知であるその他のあらゆる形態の記憶媒体において常駐することができる。記憶媒
体は、プロセッサに結合させることができ、このため、プロセッサは、記憶媒体から情報
を読み出すこと及び記憶媒体に情報を書き込むことができる。代替においては、記憶媒体
は、プロセッサと一体化させることができる。プロセッサ及び記憶媒体は、ＡＳＩＣ内に
常駐することができる。
【０１２８】
　１つ以上の典型的な実施形態において、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、又はそれらのあらゆる組み合わせにおいて実装することができる。
ソフトウェアにおいて実装される場合は、これらの機能は、コンピュータによって読み取
り可能な媒体において１つ以上の命令又は符号として格納することができ又は１つ以上の
命令又は符号として送信することができる。コンピュータによって読み取り可能な媒体は
、コンピュータ記憶媒体と１つの場所から他へのコンピュータプログラムの転送を容易に
する通信媒体との両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセス可能なあらゆ
る利用可能な媒体であることができる。一例として、及び限定することなしに、該コンピ
ュータによって読み取り可能な媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ又
はその他の光学ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置又はその他の磁気記憶装置、又
は、命令又はデータ構造の形態で希望されるプログラムコードを搬送又は格納するために
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用いることができ及びコンピュータによってアクセス可能であるその他の媒体、を備える
ことができる。さらに、いずれの接続もコンピュータによって読み取り可能な媒体である
と適切に呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より
対線、デジタル加入者ライン（ＤＳＬ）、又は無線技術、例えば赤外線、無線、及びマイ
クロ波、を用いてウェブサイト、サーバ、又はその他の遠隔ソースから送信される場合は
、該同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、ＤＳＬ、又は無線技術、例えば赤外
線、無線、及びマイクロ波、は、媒体の定義の中に含まれる。ここにおいて用いられると
きのディスク（ｄｉｓｋ及びｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）（ｄｉｓｃ）と
、レーザディスク（ｄｉｓｃ）と、光ディスク（ｄｉｓｃ）と、デジタルバーサタイルデ
ィスク（ＤＶＤ）（ｄｉｓｃ）と、フロッピーディスク（ｄｉｓｋ）と、ブルーレイディ
スク（ｄｉｓｃ）と、を含み、ここで、ｄｉｓｋは通常は磁気的にデータを複製し、ｄｉ
ｓｃは、レーザを用いて光学的にデータを複製する。上記の組合せも、コンピュータによ
って読み取り可能な媒体の適用範囲に含められるべきである。
【０１２９】
　開示される例に関する上記説明は、当業者が本発明を製造又は使用するのを可能にする
ことを目的として提供される。これらの例に対する様々な修正は、当業者にとって容易に
明確になるであろう、及び、ここにおいて定められる一般原理は、本発明の精神及び適用
範囲を逸脱することなしにその他の例に対しても適用することができる。以上のように、
本発明は、ここにおいて示される例に限定されることが意図されるものではなく、ここに
おいて開示される原理及び新規の特徴に一致する限りにおいて最も広範な適用範囲が認め
られるべきである。
　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。
［Ｃ１］
　第１のデータ源からＳＰＳ信号を取得するためのＳＰＳ受信機であって、前記ＳＰＳ信
号は、ＳＰＳ時間データと、ＳＰＳ周波数データと、ＳＰＳ位置データと、を備えるＳＰ
Ｓ受信機と、
　マクロネットワークと通信可能な通信バックホールのためのバックホールインタフェー
スと、
　（ａ）アクセス端末（ＡＴ）、（ｂ）前記バックホールを介する前記マクロネットワー
ク、（ｃ）前記マクロネットワークと通信可能な基地局、及び（ｄ）代替データ源のうち
の少なくとも１つと通信するためのトランシーバモジュールと、
　内部クロックと、
　前記ＳＰＳ受信機、前記バックホールインタフェース、前記トランシーバモジュール、
及び前記クロックと動作可能な形で結合された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサと動作可能な形で結合され及び前記少なくとも１つの
プロセッサが、
　　前記ＳＰＳ時間データに基づいてＳＰＳ時間誤差を決定し、
　　前記ＳＰＳ周波数データに基づいてＳＰＳ周波数誤差を決定し、
　　前記ＳＰＳ位置データに基づいてＳＰＳ位置誤差を決定し、
　　前記ＳＰＳ時間誤差が定義された時間誤差スレショルドを超えないことに応答して、
前記ＳＰＳ時間データに少なくとも部分的に基づいて前記クロックを同期化し、
　　前記ＳＰＳ周波数誤差が定義された周波数誤差スレショルドを超えないことに応答し
て、前記ＳＰＳ周波数データに少なくとも部分的に基づいて周波数基準を入手し、
　　前記ＳＰＳ位置誤差が定義された位置誤差スレショルドを超えないことに応答して、
前記ＳＰＳ位置データに少なくとも部分的に基づいて前記デバイスの位置を推定し、及び
　　第２の時間データ、第２の周波数データ及び第２の位置データのうちの少なくとも１
つを入手するために前記トランシーバモジュールを介して第２のデータ源と通信するため
の実行可能な符号を備えるメモリモジュールと、を備える、無線通信デバイス。
［Ｃ２］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、（ｉ）前記ＳＰＳ時間データ及び前記第２の時間
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データ、（ｉｉ）前記ＳＰＳ周波数データ及び前記第２の周波数データ、及び（ｉｉｉ）
前記ＳＰＳ位置データ及び前記第２の位置データのうちの少なくとも１つを比較すること
によって前記第１のデータ源および前記第２のデータ源の相対的信頼性を決定するＣ１に
記載のデバイス。
［Ｃ３］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記相対的信頼性に基づいて前記第１のデータ源
および前記第２のデータ源のうちの１つからの情報により大きい重みを与えるＣ２に記載
のデバイス。
［Ｃ４］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記相対的信頼性に基づいて前記第１のデータ源
および前記第２のデータ源のうちの選択された１つからの情報を利用するＣ２に記載のデ
バイス。
［Ｃ５］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記第２の時間データに基づいて第２の時間誤差を決定し、
　前記第２の周波数データに基づいて第２の周波数誤差を決定し、
　前記第２の位置データに基づいて第２の位置誤差を決定し、
　前記第２の時間誤差が前記時間誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記第２
の時間データに少なくとも部分的に基づいて前記クロックを同期化し、
　前記第２の周波数誤差が前記周波数誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記
第２の周波数データに少なくとも部分的に基づいて前記周波数基準を入手し、
　前記第２の位置誤差が前記位置誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記第２
の位置データに少なくとも部分的に基づいて前記デバイス位置を推定し、及び
　第３のデータ源から第３の時間データ、第３の周波数データ及び第３の位置データのう
ちの少なくとも１つを入手するために前記トランシーバモジュールを介して前記第３のデ
ータ源と通信するＣ１に記載のデバイス。
［Ｃ６］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、（ｉ）前記第２の時間データ及び前記第３の時間
データ、（ｉｉ）前記第２の周波数データ及び前記第３の周波数データ、及び（ｉｉｉ）
前記第２の位置データ及び前記第３の位置データのうちの少なくとも１つを比較すること
によって前記第２のデータ源および前記第３のデータ源の相対的信頼性を決定するＣ５に
記載のデバイス。
［Ｃ７］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記相対的信頼性に基づいて前記第２のデータ源
および前記第３のデータ源のうちの１つからの情報により大きい重みを与えるＣ６に記載
のデバイス。
［Ｃ８］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記相対的信頼性に基づいて前記第２のデータ源
および前記第３のデータ源のうちの選択された１つからの情報を利用するＣ６に記載のデ
バイス。
［Ｃ９］
　前記第２のデータ源は、前記マクロネットワークのセルサイトを備え、前記第３のデー
タ源は、前記マクロネットワークの他のセルサイトを備えるＣ６に記載のデバイス。
［Ｃ１０］
　前記第１のデータ源は、全地球測位衛星（ＧＰＳ）システムの複数の衛星を備えるＣ１
に記載のデバイス。
［Ｃ１１］
　前記ＳＰＳ時間データは、前記ＧＰＳシステムのＧＰＳ信号に含まれるＧＰＳタイムス
タンプを備え、
　前記ＳＰＳ周波数データは、前記ＧＰＳ信号に含まれるＧＰＳ周波数基準を備えるＣ１
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０に記載のデバイス。
［Ｃ１２］
　前記第１のデータ源は、アシステッドＧＰＳ（Ａ－ＧＰＳ）システムを備えるＣ１に記
載のデバイス。
［Ｃ１３］
　前記トランシーバモジュールは、前記バックホールを介して衛星アルマナック及び天体
暦情報をダウンロードし、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＳＰＳ受信機が前記デバイス位置及びＧＰＳ
時間のうちの少なくとも１つを推定するのを援助するために前記ダウンロードされた情報
を用いるＣ１２に記載のデバイス。
［Ｃ１４］
　前記第２のデータ源は、前記マクロネットワークのセルサイトを備えるＣ１に記載のデ
バイス。
［Ｃ１５］
　前記トランシーバモジュールは、前記セルサイトからパイロット信号および同期チャネ
ル信号のうちの少なくとも１つを受信するＣ１４に記載のデバイス。
［Ｃ１６］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記パイロット信号および前記同期チャネル信号のうちの前記少なくとも１つに基づい
て前記セルサイトのセル位置を決定し、及び
　前記セル位置を前記デバイス位置に関する開始推定値として用いるＣ１５に記載のデバ
イス。
［Ｃ１７］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記パイロット信号および前記同期チャネル信号
のうちの少なくとも１つから擬似距離情報を計算するＣ１５に記載のデバイス。
［Ｃ１８］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記デバイス位置及びＧＰＳ時間のうちの少なく
とも１つを推定するために前記擬似距離情報を用いるＣ１７に記載のデバイス。
［Ｃ１９］
　前記第２のデータ源は、地上航法システムを備えるＣ１に記載のデバイス。
［Ｃ２０］
　前記地上航法システムは、長距離電波航法－Ｃ（ＬＯＲＡＮ－Ｃ）システムを備えるＣ
１９に記載のデバイス。
［Ｃ２１］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、ＬＯＲＡＮ－Ｃ局からのＬＯＲＡＮ－Ｃ信号に少
なくとも部分的に基づいて擬似距離情報を計算するＣ２０に記載のデバイス。
［Ｃ２２］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記デバイス位置及びＧＰＳ時間のうちの少なくとも１つを推定するために前記擬似距
離情報を使用し、及び
　前記デバイス位置に少なくとも部分的に基づいて局部発振器を統制し及びＧＰＳ時間を
追跡するために前記ＬＯＲＡＮ－Ｃ信号を用いるＣ２１に記載のデバイス。
［Ｃ２３］
　前記第２のデータ源は、前記バックホールを介して前記デバイスと通信可能なサーバを
備えるＣ１に記載のデバイス。
［Ｃ２４］
　前記サーバは、ネットワーク時間プロトコル（ＮＴＰ）及び高精度時間プロトコル（Ｐ
ＴＰ）のうちの少なくとも１つを備えるＣ２３に記載のデバイス。
［Ｃ２５］
　前記トランシーバモジュールは、
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　前記バックホールを介して前記サーバに擬似距離情報およびローカルクロック情報を送
信し、及び
　（ａ）推定されたデバイス位置及び（ｂ）推定されたＧＰＳ時間のうちの少なくとも１
つを前記サーバから受信し、前記推定されたデバイス位置及び前記推定されたＧＰＳ時間
のうちの前記少なくとも１つは、前記擬似距離情報および前記ローカルクロック情報に少
なくとも部分的に基づくＣ２４に記載のデバイス。
［Ｃ２６］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、高度順方向リンク三辺測量（ＡＦＬＴ）を実装す
るＣ２５に記載のデバイス。
［Ｃ２７］
　前記第２のデータ源は、ユーザがＧＰＳ時間、前記周波数基準、及び前記デバイス位置
のうちの少なくとも１つに関するデータを入力することができるユーザ入力インタフェー
スを備えるＣ１に記載のデバイス。
［Ｃ２８］
　前記第２のデータ源は、ＧＰＳ時間、前記周波数基準、及び前記デバイス位置のうちの
少なくとも１つに関する外部パルスデータを受信することができる外部ハードウェアイン
タフェースを備えるＣ１に記載のデバイス。
［Ｃ２９］
　前記外部パルスデータは、前記トランシーバモジュールと通信可能な汎用入力／出力（
ＧＰＩＯ）ポート内に注入されるパルス／２秒（ＰＰ２Ｓ）信号を備えることができるＣ
２８に記載のデバイス。
［Ｃ３０］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記バックホールと関連付けられたインターネッ
トプロトコル（ＩＰ）アドレスに少なくとも部分的に基づいて前記デバイス位置を推定す
るＣ１に記載のデバイス。
［Ｃ３１］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記デバイス位置の変化を検出することに応答し
て、前記変化をホストセルラーネットワークに通知するＣ１に記載のデバイス。
［Ｃ３２］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＳＰＳ受信機が信頼できるＳＰＳ信号を取得
できないことに応答して前記第２のデータ源と通信するＣ１に記載のデバイス。
［Ｃ３３］
　前記ＳＰＳ受信機が信頼できるＳＰＳ信号を取得できないことは、（ｉ）前記ＳＰＳ時
間誤差が前記時間誤差スレショルドを超えている、（ｉｉ）前記ＳＰＳ周波数誤差が前記
周波数誤差スレショルドを超えている、及び（ｉｉｉ）前記ＳＰＳ位置誤差が前記位置誤
差スレショルドを超えている、のうちの少なくとも１つを備えるＣ３２に記載のデバイス
。
［Ｃ３４］
　前記トランシーバモジュールは、前記ＳＰＳ受信機が信頼できるＳＰＳ信号を取得でき
ないことを、前記バックホールを介して、前記マクロネットワークのサーバに連絡するＣ
３２に記載のデバイス。
［Ｃ３５］
　（ｉ）前記時間誤差スレショルド、（ｉｉ）前記周波数誤差スレショルド、及び（ｉｉ
ｉ）前記位置誤差スレショルドのうちの少なくとも１つは、干潮線値及び満潮線値の両方
を備えるＣ１に記載のデバイス。
［Ｃ３６］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　与えられた受信されたデータに関する与えられた誤差を決定し、
　前記与えられた誤差が前記干潮線値を超えないことに応答して、少なくとも１つの計算
のために前記与えられた受信されたデータを使用し、
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　前記与えられた誤差が前記干潮線値を超えることに応答して、第１の定義された動作を
し、及び
　前記与えられた誤差が前記満潮線値を超えることに応答して、第２の定義された動作を
するＣ３５に記載のデバイス。
［Ｃ３７］
　前記第１の動作は、前記少なくとも１つの計算のために前記与えられた受信されたデー
タとともに他の受信されたデータを用いることを備えるＣ３６に記載のデバイス。
［Ｃ３８］
　前記第２の動作は、前記与えられた受信されたデータの非信頼性に関して前記マクロネ
ットワークのサーバに通知することを備えるＣ３６に記載のデバイス。
［Ｃ３９］
　前記与えられたデータ項目は、前記ＳＰＳ時間データ、前記ＳＰＳ周波数データ、及び
前記ＳＰＳ位置データのうちの少なくとも１つを備えるＣ３６に記載のデバイス。
［Ｃ４０］
　前記基地局は、マクロ基地局及びＡＰ基地局のうちの１つを備えるＣ１に記載のデバイ
ス。
［Ｃ４１］
　第１のデータ源からＳＰＳ信号を受信することであって、前記ＳＰＳ信号は、ＳＰＳ時
間データと、ＳＰＳ周波数データと、ＳＰＳ位置データと、を備えることと、
　マクロネットワークと通信可能な通信バックホールとインタフェースすることと、
　（ａ）アクセス端末（ＡＴ）、（ｂ）前記バックホールを介する前記マクロネットワー
ク、（ｃ）前記マクロネットワークと通信可能な基地局、及び（ｄ）代替データ源のうち
の少なくとも１つと通信することと、
　前記ＳＰＳ時間データに基づいてＳＰＳ時間誤差を決定することと、
　前記ＳＰＳ周波数データに基づいてＳＰＳ周波数誤差を決定することと、
　前記ＳＰＳ位置データに基づいてＳＰＳ位置誤差を決定することと、
　前記ＳＰＳ時間誤差が定義された時間誤差スレショルドを超えないことに応答して、前
記ＳＰＳ時間データに少なくとも部分的に基づいて内部クロックを同期化することと、
　前記ＳＰＳ周波数誤差が定義された周波数誤差スレショルドを超えないことに応答して
、前記ＳＰＳ周波数データに少なくとも部分的に基づいて周波数基準を入手することと、
　前記ＳＰＳ位置誤差が定義された位置誤差スレショルドを超えないことに応答して、前
記ＳＰＳ位置データに少なくとも部分的に基づいて前記デバイスの位置を推定することと
、
　第２の時間データ、第２の周波数データ及び第２の位置データのうちの少なくとも１つ
を第２のデータ源から入手することと、を備える、ＡＰ基地局による自己タイミング及び
自己位置特定を容易にするための方法。
［Ｃ４２］
　（ｉ）前記ＳＰＳ時間データ及び前記第２の時間データ、（ｉｉ）前記ＳＰＳ周波数デ
ータ及び前記第２の周波数データ、及び（ｉｉｉ）前記ＳＰＳ位置データ及び前記第２の
位置データのうちの少なくとも１つを比較することによって前記第１のデータ源および前
記第２のデータ源の相対的信頼性を決定することをさらに備えるＣ４１に記載の方法。
［Ｃ４３］
　前記相対的信頼性に基づいて前記第１のデータ源および前記第２のデータ源のうちの１
つからの情報により大きい重みを与えることをさらに備えるＣ４２に記載の方法。
［Ｃ４４］
　前記相対的信頼性に基づいて前記第１のデータ源および前記第２のデータ源のうちの選
択された１つからの情報を利用することをさらに備えるＣ４２に記載の方法。
［Ｃ４５］
　前記第２の時間データに基づいて第２の時間誤差を決定することと、
　前記第２の周波数データに基づいて第２の周波数誤差を決定することと、
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　前記第２の位置データに基づいて第２の位置誤差を決定することと、
　前記第２の時間誤差が前記時間誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記第２
の時間データに少なくとも部分的に基づいて前記クロックを同期化することと、
　前記第２の周波数誤差が前記周波数誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記
第２の周波数データに少なくとも部分的に基づいて前記周波数基準を入手することと、
　前記第２の位置誤差が前記位置誤差スレショルドを超えないことに応答して、前記第２
の位置データに少なくとも部分的に基づいて前記デバイス位置を推定することと、
　第３のデータ源から第３の時間データ、第３の周波数データ及び第３の位置データのう
ちの少なくとも１つを入手するために前記トランシーバモジュールを介して前記第３のデ
ータ源と通信することと、をさらに備えるＣ４１に記載の方法。
［Ｃ４６］
　（ｉ）前記第２の時間データ及び前記第３の時間データ、（ｉｉ）前記第２の周波数デ
ータ及び前記第３の周波数データ、及び（ｉｉｉ）前記第２の位置データ及び前記第３の
位置データのうちの少なくとも１つを比較することによって前記第２のデータ源および前
記第３のデータ源の相対的信頼性を決定することをさらに備えるＣ４５に記載の方法。
［Ｃ４７］
　前記相対的信頼性に基づいて前記第２のデータ源および前記第３のデータ源のうちの１
つからの情報により大きい重みを与えることをさらに備えるＣ４６に記載の方法。
［Ｃ４８］
　前記相対的信頼性に基づいて前記第２のデータ源および前記第３のデータ源のうちの選
択された１つからの情報を利用することをさらに備えるＣ４６に記載の方法。
［Ｃ４９］
　前記第２のデータ源から入手することは、前記マクロネットワークのセルサイトから入
手することを備えるＣ４１に記載の方法。
［Ｃ５０］
　前記セルサイトから入手することは、前記セルサイトからパイロット信号および同期チ
ャネル信号のうちの少なくとも１つを受信することを備えるＣ４９に記載の方法。
［Ｃ５１］
　前記パイロット信号および前記同期チャネル信号のうちの前記少なくとも１つに基づい
て前記セルサイトのセル位置を決定することと、
　前記セル位置を前記デバイス位置に関する開始推定値として用いることと、をさらに備
えるＣ５０に記載の方法。
［Ｃ５２］
　前記パイロット信号および前記同期チャネル信号のうちの少なくとも１つから擬似距離
情報を計算することをさらに備えるＣ５０に記載の方法。
［Ｃ５３］
　前記第２のデータ源から入手することは、長距離電波航法－Ｃ（ＬＯＲＡＮ－Ｃ）シス
テムから入手することを備えるＣ４１に記載の方法。
［Ｃ５４］
　ＬＯＲＡＮ－Ｃ局からのＬＯＲＡＮ－Ｃ信号に少なくとも部分的に基づいて擬似距離情
報を計算することと、
　前記デバイス位置及びＧＰＳ時間のうちの少なくとも１つを推定するために前記擬似距
離情報を用いることと、
　前記デバイス位置に少なくとも部分的に基づいて局部発振器を統制し及びＧＰＳ時間を
追跡するために前記ＬＯＲＡＮ－Ｃ信号を用いることと、をさらに備えるＣ５３に記載の
方法。
［Ｃ５５］
　前記第２のデータ源から入手することは、前記バックホールを介してサーバから入手す
ることを備えるＣ４１に記載の方法。
［Ｃ５６］
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　前記バックホールを介して前記サーバに擬似距離情報およびローカルクロック情報を送
信することと、
　（ａ）推定されたデバイス位置及び（ｂ）推定されたＧＰＳ時間のうちの少なくとも１
つを前記サーバから受信することと、をさらに備え、前記推定されたデバイス位置及び前
記推定されたＧＰＳ時間のうちの前記少なくとも１つは、前記擬似距離情報および前記ロ
ーカルクロック情報に少なくとも部分的に基づくＣ５５に記載の方法。
［Ｃ５７］
　高度順方向リンク三辺測量（ＡＦＬＴ）を実装することをさらに備えるＣ５６に記載の
方法。
［Ｃ５８］
　前記第２のデータ源から入手することは、ユーザがＧＰＳ時間、前記周波数基準、及び
前記デバイス位置のうちの少なくとも１つに関するデータを入力することができるユーザ
入力インタフェースから入手することを備えるＣ４１に記載の方法。
［Ｃ５９］
　与えられた受信されたデータに関する与えられた誤差を決定することであって、（ｉ）
前記時間誤差スレショルド、（ｉｉ）前記周波数誤差スレショルド、及び（ｉｉｉ）前記
位置誤差スレショルドのうちの少なくとも１つは、干潮線値及び満潮線値の両方を備える
ことと、
　前記与えられた誤差が前記干潮線値を超えないことに応答して、少なくとも１つの計算
のために前記与えられた受信されたデータを用いることと、
　前記与えられた誤差が前記干潮線値を超えることに応答して、第１の定義された動作を
することと、
　前記与えられた誤差が前記満潮線値を超えることに応答して、第２の定義された動作を
することと、をさらに備えるＣ４１に記載の方法。
［Ｃ６０］
　前記第１の動作をすることは、前記少なくとも１つの計算のために前記与えられた受信
されたデータとともに他の受信されたデータを用いることを備えるＣ５９に記載の方法。
［Ｃ６１］
　前記第２の動作をすることは、前記与えられた受信されたデータの非信頼性に関して前
記マクロネットワークのサーバに通知することを備えるＣ５９に記載の方法。
［Ｃ６２］
　第１のデータ源からＳＰＳ信号を受信するための手段であって、前記ＳＰＳ信号は、Ｓ
ＰＳ時間データと、ＳＰＳ周波数データと、ＳＰＳ位置データと、を備える手段と、
　マクロネットワークと通信可能な通信バックホールとインタフェースするための手段と
、
　（ａ）アクセス端末（ＡＴ）、（ｂ）前記バックホールを介する前記マクロネットワー
ク、（ｃ）前記マクロネットワークと通信可能な基地局、及び（ｄ）代替データ源のうち
の少なくとも１つと通信するための手段と、
　前記ＳＰＳ時間データに基づいてＳＰＳ時間誤差を決定するための手段と、
　前記ＳＰＳ周波数データに基づいてＳＰＳ周波数誤差を決定するための手段と、
　前記ＳＰＳ位置データに基づいてＳＰＳ位置誤差を決定するための手段と、
　前記ＳＰＳ時間誤差が定義された時間誤差スレショルドを超えないことに応答して、前
記ＳＰＳ時間データに少なくとも部分的に基づいて内部クロックを同期化するための手段
と、
　前記ＳＰＳ周波数誤差が定義された周波数誤差スレショルドを超えないことに応答して
前記ＳＰＳ周波数データに少なくとも部分的に基づいて周波数基準を入手するための手段
と、
　前記ＳＰＳ位置誤差が定義された位置誤差スレショルドを超えないことに応答して前記
ＳＰＳ位置データに少なくとも部分的に基づいて前記デバイスの位置を推定するための手
段と、
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　第２の時間データ、第２の周波数データ及び第２の位置データのうちの少なくとも１つ
を第２のデータ源から入手するための手段と、を備える、無線通信装置。
［Ｃ６３］
　（ｉ）前記ＳＰＳ時間データ及び前記第２の時間データ、（ｉｉ）前記ＳＰＳ周波数デ
ータ及び前記第２の周波数データ、及び（ｉｉｉ）前記ＳＰＳ位置データ及び前記第２の
位置データのうちの少なくとも１つを比較することによって前記第１のデータ源および前
記第２のデータ源の相対的信頼性を決定するための手段をさらに備えるＣ６２に記載の装
置。
［Ｃ６４］
　前記クロックを同期化するための前記手段、前記周波数基準を入手するための前記手段
、及び前記位置を推定するための前記手段のうちの少なくとも１つは、前記相対的信頼性
に基づいて前記第１のデータ源および前記第２のデータ源のうちの１つからの情報により
大きい重みを与えるＣ６３に記載の装置。
［Ｃ６５］
　前記クロックを同期化するための前記手段、前記周波数基準を入手するための前記手段
、及び前記位置を推定するための前記手段のうちの少なくとも１つは、前記相対的信頼性
に基づいて前記第１のデータ源および前記第２のデータ源のうちの選択された１つからの
情報を利用するＣ６３に記載の装置。
［Ｃ６６］
　前記第２の時間データに基づいて第２の時間誤差を決定するための手段と、
　前記第２の周波数データに基づいて第２の周波数誤差を決定するための手段と、
　前記第２の位置データに基づいて第２の位置誤差を決定するための手段と、
　前記第２の時間誤差が前記時間誤差スレショルドを超えないことに応答して前記第２の
時間データに少なくとも部分的に基づいて内部クロックを同期化するための手段と、
　前記第２の周波数誤差が前記周波数誤差スレショルドを超えないことに応答して前記第
２の周波数データに少なくとも部分的に基づいて前記周波数基準を入手するための手段と
、
　前記第２の位置誤差が前記位置誤差スレショルドを超えないことに応答して前記第２の
位置データに少なくとも部分的に基づいて前記デバイス位置を推定するための手段と、
　第３のデータ源から第３の時間データ、第３の周波数データ及び第３の位置データのう
ちの少なくとも１つを入手するために前記トランシーバモジュールを介して前記第３のデ
ータ源と通信するための手段と、をさらに備えるＣ６２に記載の装置。
［Ｃ６７］
　（ｉ）前記第２の時間データ及び前記第３の時間データ、（ｉｉ）前記第２の周波数デ
ータ及び前記第３の周波数データ、及び（ｉｉｉ）前記第２の位置データ及び前記第３の
位置データのうちの少なくとも１つを比較することによって前記第２のデータ源および前
記第３のデータ源の相対的信頼性を決定するための手段をさらに備えるＣ６６に記載の装
置。
［Ｃ６８］
　前記第２のデータ源は、前記マクロネットワークのセルサイトを備えるＣ６２に記載の
装置。
［Ｃ６９］
　前記第２のデータ源から入手するための前記手段は、前記セルサイトからパイロット信
号および同期チャネル信号のうちの少なくとも１つを受信するＣ６８に記載の装置。
［Ｃ７０］
　前記第２のデータ源は、長距離電波航法－Ｃ（ＬＯＲＡＮ－Ｃ）システムを備えるＣ６
２に記載の装置。
［Ｃ７１］
　前記第２のデータ源は、通信するための前記手段を介して前記装置と通信可能なサーバ
を備えるＣ６２に記載の装置。
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［Ｃ７２］
　通信するための前記手段は、
　前記バックホールを介して前記サーバに擬似距離情報およびローカルクロック情報を送
信し、及び
　（ａ）推定されたデバイス位置及び（ｂ）推定されたＧＰＳ時間のうちの少なくとも１
つを前記サーバから受信し、前記推定されたデバイス位置及び前記推定されたＧＰＳ時間
のうちの前記少なくとも１つは、前記擬似距離情報および前記ローカルクロック情報に少
なくとも部分的に基づくＣ７１に記載の装置。
［Ｃ７３］
　高度順方向リンク三辺測量（ＡＦＬＴ）を実装するための手段をさらに備えるＣ７２に
記載の装置。
［Ｃ７４］
　前記第２のデータ源は、ユーザがＧＰＳ時間、前記周波数基準、及び前記デバイス位置
のうちの少なくとも１つに関するデータを入力することができるユーザ入力インタフェー
スを備えるＣ６２に記載の装置。
［Ｃ７５］
　第１のデータ源からＳＰＳ信号を受信することをコンピュータに行わせるための符号で
あって、前記ＳＰＳ信号は、ＳＰＳ時間データと、ＳＰＳ周波数データと、ＳＰＳ位置デ
ータと、を備える符号と、
　マクロネットワークと通信可能な通信バックホールとインタフェースすることをコンピ
ュータに行わせるための符号と、
　（ａ）アクセス端末（ＡＴ）、（ｂ）前記バックホールを介する前記マクロネットワー
ク、（ｃ）前記マクロネットワークと通信可能な基地局、及び（ｄ）代替データ源のうち
の少なくとも１つと通信することをコンピュータに行わせるための符号と、
　前記ＳＰＳ時間データに基づいてＳＰＳ時間誤差を決定することをコンピュータに行わ
せるための符号と、
　前記ＳＰＳ周波数データに基づいてＳＰＳ周波数誤差を決定することをコンピュータに
行わせるための符号と、
　前記ＳＰＳ位置データに基づいてＳＰＳ位置誤差を決定することをコンピュータに行わ
せるための符号と、
　前記ＳＰＳ時間誤差が定義された時間誤差スレショルドを超えないことに応答して、前
記ＳＰＳ時間データに少なくとも部分的に基づいて内部クロックを同期化することをコン
ピュータに行わせるための符号と、
　前記ＳＰＳ周波数誤差が定義された周波数誤差スレショルドを超えないことに応答して
、前記ＳＰＳ周波数データに少なくとも部分的に基づいて周波数基準を入手することをコ
ンピュータに行わせるための符号と、
　前記ＳＰＳ位置誤差が定義された位置誤差スレショルドを超えないことに応答して、前
記ＳＰＳ位置データに少なくとも部分的に基づいて前記デバイスの位置を推定することを
コンピュータに行わせるための符号と、
　第２の時間データ、第２の周波数データ及び第２の位置データのうちの少なくとも１つ
を第２のデータ源から入手することをコンピュータに行わせるための符号と、を備えるコ
ンピュータによって読み取り可能な媒体、を備える、コンピュータプログラム製品。
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