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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　衛星測位情報を使用した無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）及び衛星を使用することができる装置
のための位置推定であるＷＬＡＮ位置導出解の精度を高める方法において、
　１つ又はそれ以上のＷＬＡＮアクセスポイントに基づいてＷＬＡＮと衛星を使用するこ
とができる装置に対して一組の有力なＷＬＡＮ位置導出解を決定することと、
　少なくとも２つの取得された異なる衛星から、ＷＬＡＮと衛星を使用することができる
装置のために衛星情報を取得することと、
有力なＷＬＡＮ導出解のそれぞれのために、前記取得された衛星のそれぞれのための値の
計算に基づき測位される、前記有力なＷＬＡＮ導出解のそれぞれと前記衛星情報との間の
一致性に基づき、有力なＷＬＡＮ位置導出解の組から最良のＷＬＡＮ位置導出解を決定す
るために少なくとも２つの異なる衛星からの衛星情報を使用することを備えている方法。
【請求項２】
　有力なＷＬＡＮ位置導出解の前記組から前記最良のＷＬＡＮ位置導出解を決定するため
に前記少なくとも２つの異なる衛星からの前記衛星情報を使用することは、
　前記衛星情報に対する前記有力なＷＬＡＮ位置導出解のそれぞれを検証することと、
　前記衛星情報を満足する前記有力なＷＬＡＮ位置導出解のどれかに基づいて前記最良の
ＷＬＡＮ位置導出解を選択することを備えている、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
有力なＷＬＡＮ位置導出解の前記組から前記最良のＷＬＡＮ位置導出解を決定するために
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前記少なくとも２つの異なる前記衛星からの衛星情報を使用する段階は、
　前記衛星情報と一致しない有力なＷＬＡＮ位置導出解を削除することを備えている、請
求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記値は内部衛星測位システム（ＳＰＳ）受信機クロックバイアスであって、前記衛星
情報はＳＰＳ位置導出解を計算するのに使用される、未処理のＳＰＳ測位を含み、
前記ＷＬＡＮ位置導出解の前記衛星情報との一致性は、前記有力なＷＬＡＮ位置導出解の
それぞれと前記衛星情報を、内部ＳＰＳ受信機クロックバイアスを計算するための公式に
利用すること、及びそれぞれの有力なＷＬＡＮ位置導出解に対して、取得された衛星のそ
れぞれの前記内部ＳＰＳ受信機クロックバイアスを、前記公式を使って計算し、前記有力
なＷＬＡＮ位置導出解のそれぞれのための、前記取得された衛星における、前記内部ＳＰ
Ｓ受信機クロックバイアスの一致性を決定するために、
前記有力なＷＬＡＮ位置のそれぞれのための、前記取得された衛星における、前記内部Ｓ
ＰＳ受信機クロックバイアスを比較すること、によって測定される、請求項３に記載の方
法。
【請求項５】
　前記有力なＷＬＡＮ位置導出解のそれぞれに対する前記内部ＳＰＳ受信機クロックバイ
アスの前記一致性は、前記取得された衛星における、前記内部ＳＰＳ受信機クロックバイ
アスの比較に基づき決定され、及び、前記ＷＬＡＮ位置導出解及び前記ＷＬＡＮの実際の
、推定されていない位置と衛星を使用することができる装置との間の距離を示すものとし
て使用される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
前記有力なＷＬＡＮ位置導出解のそれぞれに対する、取得された衛星のそれぞれのための
前記内部ＳＰＳ受信機クロックバイアスの前記一致性は、前記有力なＷＬＡＮ位置のそれ
ぞれに対する前記取得された衛星における、前記内部ＳＰＳ受信機クロックバイアスの比
較に基づき決定され、及び、前記ＷＬＡＮ位置導出解及び前記衛星情報の間の一致性を示
すものとして使用され、
所与のＷＬＡＮ位置導出解に対して前記取得した衛星に亘って実質的に同じ前記内部ＳＰ
Ｓ受信機クロックバイアスは、良好な位置推定であることを示し、
さらに、所与のＷＬＡＮ位置導出解に対して前記取得した衛星に亘る内部ＳＰＳ受信機ク
ロックバイアスの不均一値は、不良な位置推定であることを示す、請求項４に記載の方法
。
【請求項７】
　前記衛星情報は、衛星位置データ、衛星速度データ、疑似距離測定、ドップラー周波数
測定、信号伝送時間、衛星の状態情報、及び地上での衛星信号の測定を備えている、請求
項１に記載の方法。
【請求項８】
　衛星測位情報を使用した無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）及び衛星を使用することができる装置
のための位置推定であるＷＬＡＮ位置導出解の精度を高めるシステムにおいて、
　測位モジュールであって、
　１つ又はそれ以上のＷＬＡＮアクセスポイントから情報を受信するためのＷＬＡＮモジ
ュールと、
　少なくとも２つの取得された異なる衛星から衛星情報を取得するための衛星測位モジュ
ールと、を備えている測位モジュールと、
　１つ又はそれ以上のＷＬＡＮアクセスポイントに基づいて一組の有力なＷＬＡＮ位置導
出解を決定するために、前記ＷＬＡＮモジュールの中に組み込まれる論理と、
有力なＷＬＡＮ導出解のそれぞれのために、前記取得された衛星のそれぞれのための値の
計算に基づき測位される、前記有力なＷＬＡＮ導出解のそれぞれと前記衛星情報との間の
一致性に基づき、有力なＷＬＡＮ位置導出解の前記組から最良のＷＬＡＮ位置導出解を決
定するために前記少なくとも２つの異なる衛星からの前記衛星情報を使用するために、前
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記測位モジュールの中に組み込まれる論理と、を備えているシステム。
【請求項９】
　有力なＷＬＡＮ位置導出解の前記組から前記最良のＷＬＡＮ位置導出解を決定するため
に前記少なくとも２つの異なる衛星からの前記衛星情報を使用するために前記測位モジュ
ールの中に位置している前記論理は、前記衛星情報に対する前記有力なＷＬＡＮ位置導出
解のそれぞれを検証するため及び前記衛星情報を満足する前記有力なＷＬＡＮ位置導出解
のどれかに基づいて最良のＷＬＡＮ位置導出解を選択するため、の論理を更に備えている
、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記値は内部衛星測位システム（ＳＰＳ）受信機クロックバイアスであって、前記衛星
情報はＳＰＳ位置導出解を計算するのに使用される、未処理のＳＰＳ測位を含み、
前記ＷＬＡＮ位置導出解の前記衛星情報との一致性は、前記有力なＷＬＡＮ位置導出解の
それぞれと前記衛星情報を、内部ＳＰＳ受信機クロックバイアスを計算するための公式に
利用すること、及びそれぞれの有力なＷＬＡＮ位置導出解に対して、取得された衛星のそ
れぞれの前記内部ＳＰＳ受信機クロックバイアスを、前記公式を使って計算し、前記有力
なＷＬＡＮ位置導出解のそれぞれのための、前記取得された衛星における、前記内部ＳＰ
Ｓ受信機クロックバイアスの一致性を決定するために、
前記有力なＷＬＡＮ位置のそれぞれのための、前記取得された衛星における、前記内部Ｓ
ＰＳ受信機クロックバイアスを比較すること、によって測定される、請求項９に記載のシ
ステム。
【請求項１１】
　前記有力なＷＬＡＮ位置導出解のそれぞれに対する取得された衛星のそれぞれに対する
前記内部ＳＰＳ受信機クロックバイアスの前記一致性は、前記取得された衛星における前
記内部ＳＰＳ受信機クロックバイアスの比較に基づき決定され、及び、前記ＷＬＡＮ位置
導出解及び前記ＷＬＡＮの実際の、推定されていない位置と衛星を使用することができる
装置の間の距離を示すものとして使用される、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
取得された衛星のそれぞれの前記有力なＷＬＡＮ位置導出解のそれぞれに対する前記内部
ＳＰＳ受信機クロックバイアスの前記一致性は、前記有力なＷＬＡＮ位置のそれぞれに対
する前記取得された衛星における、前記内部ＳＰＳ受信機クロックバイアスの比較に基づ
き決定され、及び、前記ＷＬＡＮ位置導出解及び前記衛星情報の間の一致性を示すものと
して使用される、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　所与のＷＬＡＮ位置導出解に対して前記取得した衛星に亘って実質的に同じ前記内部Ｓ
ＰＳ受信機クロックバイアスは、良好な位置推定であることを示す、請求項１０に記載の
システム。
【請求項１４】
　所与のＷＬＡＮ位置導出解に対して前記取得した衛星に亘る内部ＳＰＳ受信機クロック
の不均一値は、不良な位置推定であることを示す、請求項１０に記載のシステム
【請求項１５】
　前記衛星情報は、衛星位置データ、衛星速度データ、疑似距離測定、ドップラー周波数
測定、信号伝送時間、衛星の状態情報、及び地上での衛星信号の測定を備えている、請求
項８に記載のシステム。
【請求項１６】
　有力なＷＬＡＮ位置導出解の前記組を決定することは、
　前記ＷＬＡＮ位置導出解の予測誤差に基づいてＷＬＡＮ位置導出解の周囲の不確定区域
を決定することを含み、前記不確定区域は、複数の有力なＷＬＡＮ位置導出解を有してお
り、
さらに、有力なＷＬＡＮ位置導出解の前記組から最良のＷＬＡＮ位置導出解を決定するこ
とは、
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　前記衛星情報を最もよく満足する前記ＷＬＡＮ位置の不確定区域の内側で前記ＷＬＡＮ
位置導出解を決定することを含んでいることと特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記不確定区域をグリッドに分割し、当該グリッドの各点の前記衛星情報を使用して前
記ＷＬＡＮ位置導出解を評価することを備えている、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
前記値は内部衛星測位システム（ＳＰＳ）受信機クロックバイアスであって、各グリッド
点の前記衛星情報を利用して取得されたそれぞれの衛星の前記内部ＳＰＳ受信機クロック
バイアスを決定することを更に備えている、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記一組の有力なＷＬＡＮ位置導出解を決定する前記論理は、前記ＷＬＡＮ位置導出解
の予測誤差に基づいてＷＬＡＮ位置導出解の周囲の不確定区域を決定する論理を含み、前
記区域は、複数の有力な位置導出解を有しており、
さらに、前記衛星情報を用いて、有力なＷＬＡＮ位置導出解の前記組から最良のＷＬＡＮ
位置導出解を決定するための論理は、前記衛星情報を最もよく満足する前記ＷＬＡＮ位置
導出解として、前記装置の位置を決定する論理を含んでいることを特徴とする、請求項８
に記載のシステム。
【請求項２０】
前記不確定区域を決定する論理は、当該不確定区域をグリッドに分割し、
前記最良のＷＬＡＮ位置導出解を決定するための論理は、前記グリッドの各点の前記衛星
情報を使用して前記ＷＬＡＮ位置導出解を評価することを特徴とする請求項１９に記載の
システム。
【請求項２１】
　前記最良のＷＬＡＮ位置導出解を決定するための論理は、各グリッド点の前記衛星情報
の前記内部ＳＰＳ受信機クロックバイアスを決定する、請求項２０に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概略的には、ハイブリッド測位システムに、より厳密には、位置推定の精度
を改善し、測位サービスの可用性をより多くのユーザーへ増大させ、消費電力を下げ、更
にユーザーの位置推定における予測誤差の推定を改善するための無線ローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）を利用した測位システム（ＷＬＡＮ‐ＰＳ）及び衛星を利用した測
位システム（ＳＰＳ）に関する。
【０００２】
　本出願は、２００８年６月６日出願の米国仮特許出願第６１／０５９，５８０号「統合
化されたＷＬＡＮを利用した及び衛星を利用した測位システム」の米国特許法第１１９条
（ｅ）下の恩典を請求し、その全体を参考文献としてここに援用する。
【０００３】
　本出願は、以下の参考文献に関連している。
　同時出願の米国特許出願第（未定）号「ハイブリッド測位システムで環境情報を使用す
るシステム及び方法」、
　同時出願の米国特許出願第（未定）号「ハイブリッド測位システムでクロックバイアス
精度を維持するシステム及び方法」、
　同時出願の米国特許出願第（未定）号「ハイブリッド測位システムで衛星測定値を使用
してＷＬＡＮ‐ＰＳ推定位置を改善するシステム及び方法」、
　同時出願の米国特許出願第（未定）号「ハイブリッド測位システムで初期位置としてＷ
ＬＡＮ－ＰＳ推定位置を使用して位置を決定する方法及びシステム」、
　同時出願の米国特許出願第（未定）号「ハイブリッド測位システムで予測誤差推定の精
度を高める方法及びシステム」、
　同時出願の米国特許出願第（未定）号「ハイブリッド測位システムで静止したユーザー
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の検出のための方法及びシステム」及び
　同時出願の米国特許出願第（未定）号「ハイブリッド測位システムでＷＬＡＮアクセス
ポイントにフィルターをかけるために衛星測位システムを使用するシステム及び方法」で
ある。
【背景技術】
【０００４】
　近年、多くの携帯型計算装置が飛躍的に増えてきており、より進んだ移動及び無線のサ
ービスの必要性を作り出している。移動電子メール、携帯用無線電話サービス、多人数参
加型ゲーム及びコールフォロイング（ｃａｌｌ－ｆｏｌｌｏｗｉｎｇ）は、如何に新しい
用途が、移動装置で出現しているのか、ということの実例である。更に、ユーザーは、現
在の自分の位置を利用するだけでなく更にその様な位置情報を他者と共有する利用を必要
とする／求めるようになっている。親は自分の子供の動きを把握することを望み、監督者
は、会社の配達車両の位置を追跡する必要があり、商用旅行者は、処方箋を受け取るため
に最寄りの薬局を見つけようとする。全てのこれらの例では、個人が自身の現在位置又は
他の誰かの位置を知る必要がある。今日まで、我々は、行き方を尋ねること、ヒトに電話
して所在を尋ねること又は被雇用者に自身の位置を報告させるためにその時々到着を報告
させること、を頼りにしていた。
【０００５】
　位置を利用したサービスは、地理的な位置を計算し、それらをユーザー又はサービスへ
報告する新しい装置の能力を活用する携帯型の利用の新たな領域である。それらのサービ
スの例は、局地天気、最新交通情報及び運転方向を取得することから子供を追跡する人、
仲間を探す人及び都市コンシェルジェサービスに及んでいる。それらの新しい位置感知型
装置は、全て、同じ一般概念を使用している様々な技術を頼りにしている。既知の基準点
から発せられた無線信号を測定することで、それらの装置は、それらの基準点に対するユ
ーザーの位置を数学的に計算することができる。それぞれのそれらのアプローチは、信号
及び測定値の特質及び採用している位置決めアルゴリズムによって、長所及び短所を有し
ている。
【０００６】
　米国政府によって運営されているナブスター全地球位置把握システム（ＧＰＳ）は、基
準点として中軌道にある約２４の軌道衛星を活用している。ＧＰＳ受信機を装備するユー
ザーは、受信機が「視野内に」４つ又はそれ以上の衛星が存在しているだけ十分な空を見
ることができれば、真位置の数メートル範囲内で、いつどこにいても自身の三次元位置（
緯度、経度及び高度）を推定することができる。セルラー電話会社は、ユーザーの又は携
帯装置の位置を決定するために携帯電話基地局から発せられる及び携帯電話基地局で受信
される信号を使用してきた。アシスト型ＧＰＳ（ＡＧＰＳ）は、屋内にいる可能性のある
及び天空遮断の理由でＧＰＳ信号の減衰に対処しなければならない携帯ユーザーの位置を
推定するためにＧＰＳとセルラー基地局の技術の両方を組み合わせている別のモデルであ
る。このモデルでは、セルラーネットワークは、衛星位置、クロックオフセット、現在時
刻の正確な推定及び携帯基地局の位置に基づいてユーザーの概略的な位置についての情報
を伝送することで、ＧＰＳ受信機が信号受信を改善することを助けようと試みる。以下に
おいて、ＧＰＳ及びＡＧＰＳは区別されない。
【０００７】
　基準点として衛星を使用する全ての測位システムは、本明細書では、衛星を利用した測
位システム（ＳＰＳ）と称している。ＧＰＳは、本明細書執筆時点では、唯一の運用中の
ＳＰＳであり、他のシステムは開発下又は計画中である。ＧＬＯＮＡＳＳと呼ばれるロシ
ア製システム及びＧａｌｉｌｅｏと呼ばれるヨーロッパ製システムは、今後数年以内に運
用される可能性がある。全てのその様なシステムは、本明細書ではＳＰＳと称している。
ＧＰＳ、ＧＬＯＮＡＳＳ及びＧａｌｉｌｅｏは、全て、三辺測量の、即ち位置が分かって
いる衛星までの距離の測定値に基づいて位置を推定するという同じ基本概念に基づいてい
る。各事例では、衛星は、受信機に特定の瞬間に衛星位置を算出させる或るパラメータの
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値を伝送する。受信機から衛星までの距離は、信号の伝送時間の観点から測定される。そ
れらの距離測定値は、衛星及び受信機（ユーザー装置）のクロック間の同期化の欠如に起
因する通常的なバイアスを含む可能性があり、疑似距離値と称される。衛星クロック及び
受信機（ユーザー装置）クロック間の同期化の欠如は、受信機クロック及び衛星クロック
間の相違を生じ、ここでは内部ＳＰＳ受信機クロックバイアス又は受信機クロックバイア
スと呼ばれる。三次元位置を推定するためには、三次元測定に加えて４つの衛星が受信機
のクロックバイアスを推定する必要がある。各衛星からの付加的な測定値は、ドップラー
周波数の形式の疑似距離比率に対応する。下文での未処理のＳＰＳ測定値への言及は、疑
似距離値及びドップラー周波数の測定値を標準的には意味するように意図されている。Ｓ
ＰＳデータへの言及は、衛星によるデータ放送を標準的には意味するように意図されてい
る。ＳＰＳ方程式への言及は、衛星からの測定値及びデータをＳＰＳ受信機の位置及び速
度に関係付ける数学的な方程式を意味するように意図されている。
【０００８】
　ＷＬＡＮを利用した測位は、携帯電話ユーザーの位置を決定するためにＷＬＡＮアクセ
スポイントを使用する技術である。大都市圏内のＷＬＡＮを利用した測位システムは、幾
つかの研究室によって調査されてきた。この分野における最も重要な調査活動は、Ｐｌａ
ｃｅ　Ｌａｂ（ｗｗｗ．ｐｌａｃｅｌａｂ．ｃｏｍ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ及びＩｎｔｅｌ
によって後援を受けている事業）、カリフォルニア大学、サンディエゴ・アクティブキャ
ンパス事業（アクティブ・キャンパス―携帯電話技術を介した教育コミュニティの維持、
技術報告書＃ＣＳ２００２－０７１４）及びＭＩＴ学内位置測定システムによって実施さ
れてきた。本明細書執筆時点では、市場には、唯１つの民間の大都市圏内ＷＬＡＮを利用
した測位システムが存在しており、それは、本明細書ではＳｋｙｈｏｏｋ　Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓ，　Ｉｎｃ．（ｗｗｗ．ｓｋｙｈｏｏｋｗｉｒｅｌｅｓｓ．ｃｏｍ）のＷＰＳ（Ｗｉ
Ｆｉ測位システム）製品と称されている。
【０００９】
　図１は、ＷｉＦｉ信号に基づく従来式ＷＬＡＮを利用した測位システムを図示している
。測位システムは、携帯電話又はユーザー装置１０１に在る測位ソフトウェア１０３を含
んでいる。特定の目標地理上の区域全体に亘って、制御／共通チャネル信号を使用して情
報を伝送する複数の固定無線アクセスポイント１０２が存在している。装置１０１は、そ
れらの伝送を監視している。それぞれのアクセスポイントは、ＭＡＣアドレスとして知ら
れている独自のハードウェア識別子を含んでいる。クライアント測位ソフトウェア１０３
は、その領域内の８０２．１１アクセスポイントからの伝送を受信し、無線信号の特性を
使用して計算装置の地理的位置を計算する。それらの特性は、ＭＡＣアドレス、８０２．
１１アクセスポイントの独自の識別子、信号の到着時間（ＴＯＡ）及びクライアント装置
１０１での信号強度を含んでいる。クライアントソフトウェア１０３は、観測された８０
２．１１アクセスポイントをアクセスポイントの参考データベース１０４のアクセスポイ
ントと比較する。この参考データベース１０４は、装置１０１に存在していてもよい又は
していなくてもよい。参考データベース１０４は、計算された地理的位置及びシステムが
収集した全てのアクセスポイントの電力プロファイルを含んでいる。電力プロファイルは
、様々な位置の信号電力又は信号ＴＯＡの測定値の収集から生成されてもよい。それらの
周知の位置又は電力プロファイルを使用して、クライアントソフトウェア１０３は、アク
セスポイント１０２の周知の位置に対するユーザー装置１０１の位置を計算し、装置１０
１の緯度及び経度、又は緯度、経度及び高度、の形式の絶対地理的座標を決定する。それ
らの読み出しは、その後、友人を探す人、地方探索ウェブサイト、フリート管理システム
及びＥ９１１サービスのような位置ベースの用途に供給することができる。
【００１０】
　本明細書における検討では、アクセスポイントからの未処理のＷＬＡＮ測定値は、標準
的には、受信信号強度（ＲＳＳ）及び／又は到着時間（ＴＯＡ）及び／又は到着時間差（
ＴＤＯＡ）を意味するように意図されている。データへの言及は、ＭＡＣアドレス、その
１つ又はそれ以上の記録、１つ又はそれ以上の電力プロファイル及びそのアクセスポイン
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トの以前の測定値に基づく他の特質を意味するように標準的には意図されている。ＷＬＡ
Ｎ‐ＰＳ方程式への言及は、ＷＬＡＮ‐ＰＳ測定値及びデータを携帯装置の位置に関係付
ける数学方程式を意味するように意図されている。
【００１１】
　ＷＬＡＮを利用した測位システムは、屋内又は屋外で使用することができる。ユーザー
の近辺にＷＬＡＮアクセスポイントが存在することが唯一の要件である。ＷＬＡＮを利用
した測位システムは、位置を推定するために論理を採用する以外には何も修正せずに既存
の市販のＷＬＡＮカードを使用して活用することができる。
【００１２】
　図２は、ＷＬＡＮ‐ＰＳとＳＰＳを統合する従来式の方法を図解しており、この方法は
、ＷＬＡＮ‐ＰＳ２０１及びＳＰＳ２０６、そして位置組み合わせ論理２１０で構成され
ている。
【００１３】
　ＷＬＡＮ‐ＰＳ２０１及びＳＰＳ２０６は、独立型システムであり、それぞれは互いの
システムから独立して作動することができる。従って、それぞれのシステムの結果を互い
のシステムから独立して計算することができる。各システムの予測誤差推定の付随した推
定位置は、位置組み合わせ論理２１０に供給され得る。予測誤差推定は、更に、本明細書
ではＨＰＥ（水平位置誤差）と称されている。ＳＰＳ２０６及びＷＬＡＮ‐ＰＳ２０１の
位置更新の公称比率は、１秒に１回である。位置組み合わせ論理２１０は、両方のシステ
ムによって同じ秒に計算された位置推定を組み合わせる。
【００１４】
　ＷＬＡＮ‐ＰＳ２０１は、ＷＬＡＮアクセスポイントを使用することで携帯装置の位置
を推定する従来式のシステムである。ＷＬＡＮ‐ＰＳ２０１は、ＷＬＡＮ　ＡＰ２０２の
スキャナ、ＷＬＡＮ　ＡＰ２０３を選択する装置、三辺測量モジュール２０４及びＨＰＥ
推定装置２０５を含んでいてもよい。
【００１５】
　ＷＬＡＮスキャナ２０２は、受信電力（ＲＳＳ、受信信号強度）及び／又は信号の到着
時間（ＴＯＡ）を検出することで携帯装置周辺のＷＬＡＮ　ＡＰを検出する。能動的走査
、受動的走査又は受動的走査及び能動的走査の組み合わせを含むＷＬＡＮ　ＡＰを検出す
るために異なる方法を使用することができる。
【００１６】
　選択ＷＬＡＮ　ＡＰ装置２０３は、携帯装置の位置を推定するために最良のＷＬＡＮ　
ＡＰの組を選択する。例えば、１０のＷＬＡＮ　ＡＰが検出され、１つのＡＰがシカゴに
位置しており、残りはボストンに位置しており他に情報は何もない場合、ボストンＡＰが
選択される。これは、シカゴＡＰがボストンに移されたことを示している。従来式のシス
テムでは、最良のＷＬＡＮ　ＡＰの組は、受信信号強度、ノイズ分配の信号及び移動され
る可能性を含む、信号ＷＬＡＮ　ＡＰの対応するパラメータに加えてＷＬＡＮ　ＡＰの地
理学上の分布に基づいて選択される。
【００１７】
　三辺測量モジュール２０４は、ＷＬＡＮ　ＡＰと、携帯装置の位置を推定するために対
応する測定値及び特性と、を使用している。ＷＬＡＮ　ＡＰから受信した信号強度又はＴ
ＯＡ測定値は、携帯装置からＷＬＡＮ　ＡＰまでの距離を推定するために使用されている
。周知の位置を備える異なるＷＬＡＮ　ＡＰからの距離推定の合算は、携帯装置の位置を
計算するために使用されている。三辺測量２０４は、最近隣と呼ばれる方法を使用するこ
ともでき、当該方法では、携帯装置の電力読み出しに類似する又は最近接する電力プロフ
ァイルを備えた位置が、携帯装置の最終位置として報告される。各ＷＬＡＮ　ＡＰ又は全
受信可能範囲の電力プロファイルは、受信可能範囲の詳細な調査によってシステムの較正
段階で見つけることができる。
【００１８】
　ＨＰＥ推定装置２０５は、携帯装置の位置推定の予測誤差を推定するモジュールである
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。その全体を参考文献としてここに援用する、同時係属Ｓｋｙｈｏｏｋ無線特許出願第１
１／６２５，４５０号「ＷＬＡＮを利用した測位システムの中の測位誤差を推定するシス
テム及び方法」で説明されたように、ＨＰＥ又は水平位置調整誤差は、以前に走査したＡ
Ｐ及びそれらの特性及び更に受信信号の特性に基づいて計算される。
【００１９】
　ＳＰＳシステム２０６は、衛星信号受信機及び測定装置２０７、三辺測量装置２０８及
びＳＰＳ　ＨＰＥ推定モジュール２０９で構成されている。
【００２０】
　衛星信号受信機及び測定装置２０７は、装置の視界の中の衛星から信号を受信し、受信
信号を復号し、各衛星からの衛星パラメータを測定する。測定値は、疑似距離、搬送周波
数及びドップラー周波数を含んでいてもよい。
【００２１】
　三辺測量装置２０８は、ユーザー装置の位置、携帯装置の移動速度及び移動方向を推定
するために、少なくとも４つの衛星からの測定値及び視界の中の衛星の位置を使用する。
【００２２】
　ＨＰＥ推定装置２０９は、推定位置の予測誤差を推定する。ＨＰＥ推定装置２０９は、
従来式であり、衛星の幾何学及び衛星からの受信信号の信号品質に基づく予測誤差、例え
ばＤＯＰ（精度低下率）、及びＣ／Ｎ（搬送波対ノイズ比）などを計算する。
【００２３】
　位置組み合わせ論理２１０は、ＷＬＡＮ－ＰＳ２０１及びＳＰＳ２０６からほとんど同
じ秒の間に計算された位置及びＨＰＥ推定を受信する。言い換えれば、同時に行われる測
定値と推定値は、比較され且つ組み合わされる。実際には、１秒以内の測定値及び推定値
は、同時と考えることができる。ユーザー装置の位置組み合わせ論理２１０は、それらの
１つを選択すること又はそれらを線形に組み合わせることで１つの推定位置を報告する。
例えば位置組み合わせ論理は、報告された予測誤差又はＨＰＥに基づいてＷＬＡＮ－ＰＳ
２０１又はＳＰＳ２０６によって提供された推定位置の１つを選択してもよく、又はＨＰ
Ｅに照らして両方のシステムによる推定位置の加重平均を報告してもよい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　本願発明は、最良のＷＬＡＮ－ＰＳ導出解を選択することでハイブリッド衛星／ＷＬＡ
Ｎ測位システムを使用して位置を決定する方法及びシステムを提供することを目的として
いる。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　幾つかの実施形態では、衛星測位情報を使用するＷＬＡＮを利用した位置推定の精度を
高める方法は、１つ又はそれ以上のＷＬＡＮアクセスポイントに基づいてＷＬＡＮと衛星
を使用することができる装置に対して一組の有力なＷＬＡＮ位置導出解を決定することと
、少なくとも２つの異なる衛星から、ＷＬＡＮと衛星を使用することができる装置のため
に衛星情報を取得することと、有力なＷＬＡＮ位置導出解の組から最良のＷＬＡＮ位置導
出解を決定するために少なくとも２つの異なる衛星からの衛星情報を使用することと、を
含んでいてもよい。
【００２６】
　幾つかの実施形態では、有力なＷＬＡＮ位置導出解の組から最良のＷＬＡＮ位置導出解
を決定するために少なくとも２つの異なる衛星からの衛星情報を使用することは、衛星情
報に対する有力なＷＬＡＮ位置導出解のそれぞれを検証すること及び衛星情報を満足する
有力なＷＬＡＮ位置標定のどれかに基づいて位置を選択することを含んでいてもよい。
【００２７】
　幾つかの実施形態では、有力なＷＬＡＮ位置導出解の組から最良のＷＬＡＮ位置導出解
を決定するために少なくとも２つの異なる衛星からの衛星位置情報を使用する段階は、衛
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星情報と一致しない有力なＷＬＡＮ位置導出解を削除することを含んでいてもよい。
【００２８】
　幾つかの実施形態では、衛星情報と一致したＷＬＡＮ位置導出解は、有力なＷＬＡＮを
利用した位置推定のそれぞれを衛星測定値に適用すること及びそれぞれの有力なＷＬＡＮ
を利用した位置推定に対して内部ＳＰＳ受信機クロックバイアスを計算すること、によっ
て測定されてもよい。
【００２９】
　幾つかの実施形態では、有力なＷＬＡＮを利用した位置推定のそれぞれに対する内部Ｓ
ＰＳ受信機クロックの一致性は、ＷＬＡＮを利用した位置推定及び衛星測位システムの有
力な導出解の間の距離を示すものとして使用することができる。
【００３０】
　幾つかの実施形態では、有力なＷＬＡＮを利用した位置推定のそれぞれに対する内部Ｓ
ＰＳ受信機クロックの一致性は、ＷＬＡＮを利用した位置推定及び衛星測定値の間の一致
性を示すものとして使用することができる。
【００３１】
　幾つかの実施形態では、所与のＷＬＡＮを利用した位置推定に対して取得した衛星に亘
って実質的に同じ内部ＳＰＳ受信機クロックバイアスは、良好な位置推定であることを示
すことができる。
【００３２】
　所与のＷＬＡＮを利用した位置推定に対して取得した衛星に亘る内部ＳＰＳ受信機クロ
ックの不均一値は、不良な位置推定であることを示すことができる。
【００３３】
　幾つかの実施形態では、有力なＷＬＡＮ位置導出解の組は、クラスターを含んでいても
よい。
【００３４】
　幾つかの実施形態では、衛星情報は、領域、表面又は曲線の形式の衛星位置導出解を提
供してもよい。
【００３５】
　幾つかの実施形態では、方法は、それぞれのＷＬＡＮ位置導出解から衛星位置導出解ま
での距離によってＷＬＡＮ位置導出解を重み付けすることを含んでいてもよい。
【００３６】
　幾つかの実施形態では、方法は、衛星位置導出解まで短い距離、例えば１０メートルを
有するＷＬＡＮ位置導出解を選択することを含んでいてもよい。
【００３７】
　幾つかの実施形態では、方法は、衛星位置導出解まで長い距離、例えば１，０００メー
トルを有するＷＬＡＮ位置導出解を削除することを含んでいてもよい。
【００３８】
　幾つかの実施形態では、衛星情報は、衛星位置データ、衛星速度データ、疑似距離測定
、ドップラー周波数測定及び信号伝送時間を含んでいてもよい。
【００３９】
　幾つかの実施形態では、本出願は、衛星測位情報を使用してＷＬＡＮを利用した位置推
定の精度を高めるシステムに関しており、１つ又はそれ以上のＷＬＡＮアクセスポイント
から情報を受信するＷＬＡＮモジュールと、少なくとも２つの異なる衛星から衛星情報を
取得する衛星測位モジュールと、を含んでいてもよい測位モジュールと、１つ又はそれ以
上のＷＬＡＮアクセスポイントに基づいて一組の有力なＷＬＡＮ位置導出解を決定するＷ
ＬＡＮモジュールの中に組み込まれる論理と、有力なＷＬＡＮ位置導出解の組から最良の
ＷＬＡＮ位置導出解を決定するために少なくとも２つの異なる衛星からの衛星情報を使用
するために測位モジュールの中に組み込まれる論理と、を含んでいる。
【００４０】
　幾つかの実施形態では、本出願は、衛星測位情報を用いてＷＬＡＮを利用した測位推定
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の精度を高めるハイブリッド測位システムを有する携帯装置に関している。幾つかの実施
形態では、携帯装置は、１つ又はそれ以上のＷＬＡＮアクセスポイントから情報を受信す
るＷＬＡＮモジュールと、少なくとも２つの異なる衛星からの衛星情報を取得する衛星測
位モジュールと、を含んでいてもよいハイブリッド測位モジュールと、１つ又はそれ以上
のＷＬＡＮアクセスポイントに基づいて一組の有力なＷＬＡＮ位置導出解を決定するため
にＷＬＡＮモジュールの中に組み込まれる論理と、有力なＷＬＡＮ位置導出解の組から最
良のＷＬＡＮ位置導出解を決定するために少なくとも２つの異なる衛星からの衛星情報を
使用するために測位モジュールの中に組み込まれる論理と、を含んでいてもよい。
【００４１】
　幾つかの実施形態では、方法は、ＷＬＡＮと衛星を使用することができる装置の範囲内
でＷＬＡＮ　ＡＰを検出することと、装置の複数の有力な衛星位置を提供するために少な
くとも２つの衛星から衛星測定値を取得することと、ＷＬＡＮ　ＡＰから装置の有力な衛
星位置までの距離に基づいてそれぞれのＡＰに重みを付与することと、によって、ＷＬＡ
Ｎアクセスポイント（ＡＰ）を重み付けするために衛星測定値を使用することでＷＬＡＮ
と衛星を使用することができる装置の位置を決定することを含んでいてもよい。
【００４２】
　幾つかの実施形態では、方法は、装置の位置を決定するために位置アルゴリズムでＡＰ
毎に重みを使用することを含んでいてもよい。
【００４３】
　幾つかの実施形態では、装置の有力な衛星位置は、装置のための有力な位置導出解の領
域を含んでいてもよい。
【００４４】
　幾つかの実施形態では、高い重みは、装置の有力な衛星位置に近い可能性のあるＡＰに
対応している。
【００４５】
　幾つかの実施形態では、装置の位置の衛星推定に近接しているということは、ＡＰの受
信可能範囲の１０倍以内の距離を含んでいる場合がある。
【００４６】
　幾つかの実施形態では、低い重みは、装置の位置の衛星推定から離れている可能性のあ
るＡＰに対応している。
【００４７】
　幾つかの実施形態では、ＡＰがＡＰの受信可能範囲の１０倍を上回る距離に位置する場
合、ＷＬＡＮ　ＡＰは、装置の位置から離れている場合がある。
【００４８】
　幾つかの実施形態では、ＷＬＡＮ　ＡＰが装置の有力な衛星位置から離れていると決定
される場合、ＷＬＡＮと衛星を使用することができる装置の位置は、離れているＷＬＡＮ
　ＡＰからのデータがなくても計算することができる。
【００４９】
　幾つかの実施形態では、重みは、装置のＷＬＡＮ　ＡＰの位置と装置の有力な衛星の位
置の間の一致性に基づいていてもよい。
【００５０】
　幾つかの実施形態では、方法は、装置の有力な衛星位置と一致していないＷＬＡＮ　Ａ
Ｐを削除することを含んでいてもよい。
【００５１】
　幾つかの実施形態では、ＷＬＡＮ　ＡＰ位置の衛星情報との一致性は、ＷＬＡＮ　ＡＰ
位置のそれぞれを衛星測定値に適用し、ＷＬＡＮ　ＡＰ位置毎に内部ＳＰＳ受信機のクロ
ックバイアスを計算することで測定されてもよい。
【００５２】
　幾つかの実施形態では、方法は、初期位置としての各ＷＬＡＮ　ＡＰの位置及び各衛星
からの測定値を考察することで、内部ＳＰＳ受信機のクロックバイアスを計算することを



(11) JP 5775449 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

含んでいてもよい。
【００５３】
　幾つかの実施形態では、ＷＬＡＮ　ＡＰのそれぞれに対する内部ＳＰＳ受信機クロック
バイアスの一致性は、ＷＬＡＮ　ＡＰ位置と有力な衛星装置の位置の間の距離を示すもの
として使用することができる。
【００５４】
　幾つかの実施形態では、方法は、内部ＳＰＳ受信機クロックバイアスの標準偏差又は平
均平方誤差を計算することを含んでいてもよい、各ＷＬＡＮ　ＡＰ位置に対する内部ＳＰ
Ｓ受信機クロックバイアスの一致性を計算することを含んでいてもよい。
【００５５】
　幾つかの実施形態では、本出願は、ＷＬＡＮアクセスポイント（ＡＰ）を重み付けする
ために衛星測定値を使用することでＷＬＡＮと衛星を使用することができる装置の位置を
決定するためのシステムを説明しており、システムは、１つ又はそれ以上のＷＬＡＮアク
セスポイントからの情報を受信するためのＷＬＡＮモジュールと、少なくとも２つの異な
る衛星からの衛星情報に基づいて装置の複数の有力な装置位置を提供するための衛星測位
モジュールと、を含んでいてもよいハイブリッド測位モジュールと、ＷＬＡＮ　ＡＰから
装置の有力な衛星装置位置までの距離に基づいて各ＡＰに重みを付与する測位モジュール
の中に含まれる論理と、を含んでいてもよい。
【００５６】
　幾つかの実施形態では、本出願は、初期のＷＬＡＮを利用した位置決定を改善するため
に２つ又はそれ以上の衛星測定値を使用することで、ＷＬＡＮと衛星を使用することがで
きる装置の位置を決定する方法に関しており、ＷＬＡＮ測位システムを使用してＷＬＡＮ
と衛星を使用することができる装置の位置を推定することと、少なくとも２つの衛星から
衛星位置測定値を収集することと、を含んでおり、方法は、ＷＬＡＮ位置推定の予測誤差
に基づいてＷＬＡＮ位置推定の周囲の不確定要素区域を決定することであって、不確定要
素区域は、複数の有力な位置導出解を有している、不確定要素を決定することと、衛星測
定値を最もよく満足するＷＬＡＮ位置不確定要素の内側で装置位置推定を決定することと
、を含んでいてもよい。
【００５７】
　幾つかの実施形態では、方法は、不確定要素区域をグリッドに分割することを含んでい
てもよい。
【００５８】
　幾つかの実施形態では、方法は、グリッドの各点の衛星測定値を使用してＷＬＡＮ位置
推定を評価することを含んでいてもよい。
【００５９】
　幾つかの実施形態では、方法は、各グリッド点の衛星測定値の内部ＳＰＳ受信機クロッ
クバイアスを決定することを含んでいてもよい。
【００６０】
　幾つかの実施形態では、方法は、装置の位置を決定するために衛星測定値の内部ＳＰＳ
受信機クロックバイアスの一致性を使用することを含んでいてもよい。
【００６１】
　幾つかの実施形態では、装置の位置は、衛星測定値に対して最も一致性のある内部ＳＰ
Ｓ受信機クロックバイアスを提供するグリッド点であってもよい。
【００６２】
　幾つかの実施形態では、グリッドの大きさは、位置決定のための精度要件に基づいてい
てもよい。
【００６３】
　幾つかの実施形態では、精度要件は、約１０メートルであってもよい。
【００６４】
　幾つかの実施形態は、衛星測位情報を使用してＷＬＡＮを利用した位置推定の精度を高
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めるシステムに関している。システムは、ハイブリッド測位モジュールと、１つ又はそれ
以上のＷＬＡＮアクセスポイントから情報を受信するＷＬＡＮモジュールと、少なくとも
２つの異なる衛星からの衛星情報を取得する衛星測位モジュールと、ＷＬＡＮ位置推定の
予測誤差に基づいてＷＬＡＮ位置推定周囲の不確定要素区域を決定するＷＬＡＮ測位モジ
ュールの中の論理であって、当該区域は、複数の有力な位置導出解を有している、論理と
、最も衛星測定値を満足するＷＬＡＮ位置推定として装置位置を決定するハイブリッド測
位モジュールの中の論理と、を含んでいてもよい。
【００６５】
　幾つかの実施形態では、方法は、ＷＬＡＮと衛星を使用することができる装置のＷＬＡ
Ｎ位置推定を計算することと、ＷＬＡＮと衛星を使用することができる装置の位置を決定
するために衛星位置システムの中で初期位置としてＷＬＡＮ位置推定を使用することと、
を含んでいてもよい。
【００６６】
　幾つかの実施形態では、システムは、１つ又はそれ以上のＷＬＡＮアクセスポイントか
ら情報を受信することと、ＷＬＡＮと衛星を使用することができる装置の位置推定を計算
することと、のためのＷＬＡＮモジュールと、
　少なくとも４つの異なる衛星から衛星情報を取得するための衛星測位モジュールであっ
て、衛星測位モジュールは、最終位置推定のために初期位置としてＷＬＡＮ位置推定を使
用している、衛星測位モジュールと、を含んでいてもよい測位モジュールを含んでいても
よい。
【００６７】
　幾つかの実施形態では、ＷＬＡＮと衛星を使用することができる装置の位置決定の予測
誤差を決定する方法は、ＷＬＡＮ位置推定及びＷＬＡＮ位置推定のための予測誤差推定を
決定することと、少なくとも２つの衛星から測定値を取得することと、衛星測位システム
測定値のＷＬＡＮ測位システム位置推定に対する一致性を評価することで位置決定の予測
誤差を決定することと、を含んでいてもよい。
【００６８】
　幾つかの実施形態では、ＷＬＡＮ位置推定と衛星測位システム測定値の間の一致した測
定値は、位置決定により低い予測誤差をもたらすことができる。
【００６９】
　幾つかの実施形態では、ＷＬＡＮ位置推定と衛星測位システム測定値の間の一致してい
ない測定値は、位置決定により高い予測誤差をもたらすことができる。
【００７０】
　幾つかの実施形態では、測定値の一致性は、ＷＬＡＮ測位システム位置推定と衛星測位
システム測定値によって提供される有力な導出解の間の距離を含んでいてもよい。
【００７１】
　幾つかの実施形態では、ＷＬＡＮを利用した位置推定に対する内部ＳＰＳ受信機クロッ
クの一致性は、ＷＬＡＮを利用した位置推定と衛星測定値の間の一致性を示すものとして
使用されてもよい。
【００７２】
　幾つかの実施形態では、方法は、ＷＬＡＮと衛星を使用することができる装置の位置決
定の予測誤差を含んでいてもよく、ＷＬＡＮを利用した位置推定とＷＬＡＮ位置推定用の
予測誤差推定を決定することを含んでおり、方法は、衛星を利用した位置推定と衛星を利
用した位置推定のための予測誤差推定を決定することを含んでいてもよく、方法は、衛星
測位システム位置推定のＷＬＡＮ測位システム位置推定に対する一致性を評価することで
、位置決定の予測誤差を決定することを含んでいてもよい。
【００７３】
　幾つかの実施形態では、より低い予測誤差を有する位置推定は、ＷＬＡＮと衛星を使用
することができる装置の位置として選択されてもよい。
【００７４】



(13) JP 5775449 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

　幾つかの実施形態では、方法は、ＷＬＡＮ位置推定と衛星測位システム位置推定を比較
することで位置決定の予測誤差を決定することを含んでいてもよい。
【００７５】
　幾つかの実施形態では、ＷＬＡＮ位置推定と衛星測位システム位置推定の間の一致した
測定値は、位置決定により低い予測誤差をもたらすことができる。
【００７６】
　幾つかの実施形態では、ＷＬＡＮ位置推定と衛星測位システム位置推定の間の一致して
いない測定値は、位置決定により高い予測誤差をもたらすことができる。
【００７７】
　幾つかの実施形態では、推定の一致性は、衛星測位システム位置推定とＷＬＡＮ測位シ
ステム位置推定の間の距離を含んでいてもよい。
【００７８】
　幾つかの実施形態では、方法は、ＷＬＡＮを利用した位置推定と衛星測位システム位置
の間の一致性を示すものとして使用されてもよい、ＷＬＡＮを利用した位置推定用の内部
ＳＰＳ受信機クロックを含んでいてもよい。
【００７９】
　幾つかの実施形態は、衛星測位情報を使用してＷＬＡＮを利用した位置推定の精度を高
めるためのシステムに関している。システムは、ＷＬＡＮ位置推定を計算するために１つ
又はそれ以上のＷＬＡＮアクセスポイントから情報を受信するためのＷＬＡＮモジュール
と、少なくとも２つの異なる衛星から衛星情報を取得するための衛星測位モジュールと、
を含んでいる測位モジュールと、衛星測位システム測定値のＷＬＡＮ測位システム位置推
定に対する一致性を評価することで位置決定の予測誤差を決定するための測位モジュール
の中に組み込まれる論理と、を含んでいてもよい。
【００８０】
　幾つかの実施形態は、衛星測位情報を使用してＷＬＡＮを利用した位置推定の精度を高
めるシステムに関している。システムは、１つ又はそれ以上のＷＬＡＮアクセスポイント
から情報を受信するための且つＷＬＡＮ位置推定を計算する目的の、ＷＬＡＮモジュール
と、衛星位置推定を計算するために少なくとも４つの異なる衛星から衛星情報を取得する
ための衛星測位モジュールと、を含んでいる測位モジュールと、衛星測位システム位置推
定のＷＬＡＮ測位システム位置推定に対する一致性を評価することで位置決定の予測誤差
を決定するための測位モジュールの中に組み込まれる論理と、を含んでいてもよい。
【００８１】
　幾つかの実施形態では、受信した衛星信号のドップラー周波数を測定することで、衛星
を使用することができる装置が静止しているか否かを決定する方法は、少なくとも２つの
衛星から衛星測定値を取得することであって、衛星測定値は、ドップラー周波数測定値を
含んでいる、少なくとも２つの衛星から衛星測定値を取得することと、衛星を使用するこ
とができる装置の位置の概略的な推定を取得することと、衛星を使用することができる装
置の内部周波数オフセットを計算することと、を含んでいてもよい。
【００８２】
　幾つかの実施形態では、方法は、衛星の運動を説明するためにドップラー周波数測定値
を及び装置のドップラー周波数を提供するために内部周波数オフセットを、調整すること
を含んでいてもよい。
【００８３】
　幾つかの実施形態では、方法は、装置のドップラー周波数が小さい場合、装置は静止し
ていると決定することを含んでいてもよい。
【００８４】
　幾つかの実施形態では、方法は、衛星毎の内部周波数オフセットが実質的に同じ値であ
る場合、装置は静止していると決定することを含んでいてもよい。
【００８５】
　幾つかの実施形態では、小さいドップラー周波数は、毎時１．６０９３４４キロメート
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ル未満の衛星を使用することができる装置の動きに対応するドップラー周波数であっても
よい。
【００８６】
　幾つかの実施形態では、装置が静止していると決定される場合、方法は、省電力特徴を
、衛星を使用することができる装置の中に位置するＷＬＡＮ測位システムに実装すること
を含んでいてもよい。
【００８７】
　幾つかの実施形態では、省電力特徴は、ＷＬＡＮ測位システムによって、例えば毎分１
回より低い頻度で装置位置を更新することを含んでいてもよい。
【００８８】
　幾つかの実施形態は、受信した衛星信号のドップラー周波数を測定することで衛星を使
用することができる装置が静止しているか否かを決定するためのシステムに関している。
当該システムは、少なくとも２つの異なる衛星からの衛星情報を取得するための衛星測位
モジュールであって、衛星測定値はドップラー周波数測定値を含んでいる、衛星測位モジ
ュールと、衛星の運動を説明するためにドップラー周波数測定値を、及び装置のドップラ
ー周波数を提供するために衛星を使用することができる装置の周波数オフセットを、調節
するための衛星測位モジュールの中に位置しており、装置のドップラー周波数が小さい場
合、装置は静止していると決定する、論理と、を含んでいる測位モジュールを含んでいて
もよい。
【００８９】
　幾つかの実施形態は、装置が位置する環境の特性を使用してＷＬＡＮと衛星の測位シス
テムを使用することができる装置の位置を決定するための方法に関しており、装置は、装
置の距離範囲にあるＷＬＡＮ　ＡＰを検出することと、装置によって検出されたＷＬＡＮ
　ＡＰに基づいて参考データベースから環境特性を取得することと、環境特性に基づいて
、ＷＬＡＮ測位システム又は衛星測位システムを使用するかどうかを決定することと、を
含んでいてもよい。
【００９０】
　幾つかの実施形態では、環境特性は、ＡＰ付近の建築物密度、ＡＰ付近の建築物高さ及
びＡＰがビルの谷間又は都市部又は郊外部に位置しているかどうか、で構成される群から
選択される。
【００９１】
　幾つかの実施形態では、装置がビルの谷間にあると決定することができる場合、装置は
、ＷＬＡＮ測位システムだけに基づいて自らの位置を決定するであろう。
【００９２】
　幾つかの実施形態では、装置が郊外部にあると決定することができる場合、装置は、衛
星測位システムだけに基づいて自らの位置を決定するであろう。
【００９３】
　幾つかの実施形態では、環境特性は、装置の位置を推定する方法を選択するために衛星
測位システムによって使用されてもよい。
【００９４】
　幾つかの実施形態では、環境特性は、装置の位置を推定する方法を選択するためにＷＬ
ＡＮ測位システムによって使用されてもよい。
【００９５】
　幾つかの実施形態は、装置が位置している環境の特性を使用して装置の位置を決定する
ハイブリッド測位システムに関しており、当該システムは、１つ又はそれ以上のＷＬＡＮ
アクセスポイントから情報を受信するためのＷＬＡＮモジュールであって、環境特性を含
んでいるＷＬＡＮモジュールと、衛星情報を取得するための衛星測位モジュールと、を含
んでいる測位モジュールと、環境特性に基づいてＷＬＡＮ測位システム又は衛星測位シス
テムを使用するかどうかを決定するために測位モジュールの中に組み込まれる論理と、を
含んでいる。
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【００９６】
　幾つかの実施形態では、ＷＬＡＮアクセスポイント（ＡＰ）を使用することで衛星測位
システム受信機の内部クロックの安定性を維持するための方法は、基準として１つ又はそ
れ以上のＷＬＡＮ　ＡＰを使用することで衛星測位システム受信機の内部クロック精度を
維持することを含んでいてもよい。
【００９７】
　幾つかの実施形態では、内部クロック精度を維持することは、ＷＬＡＮ　ＡＰによって
伝送される及び衛星測位システム受信機によって受信される、１つ又はそれ以上の信号の
１つ又はそれ以上の時間間隔を測定することを含んでいてもよい。
【００９８】
　幾つかの実施形態では、ＷＬＡＮ　ＡＰは、衛星測位システムクロックと同期すること
で内部クロック精度を維持している。
【００９９】
　幾つかの実施形態では、ＷＬＡＮ　ＡＰは、衛星測位システムクロックと同期するため
に衛星測位システム受信機を含んでいてもよい。
【０１００】
　幾つかの実施形態では、ＷＬＡＮ　ＡＰは、衛星測位システムクロックと同期するため
に中央側に接続されてもよい。
【０１０１】
　幾つかの実施形態では、ＷＬＡＮ　ＡＰは、正確な内部発振器受信機を使用することで
内部クロック精度を維持してもよい
【０１０２】
　幾つかの実施形態では、方法は、ＷＬＡＮ　ＡＰから、内部発振器の精度についての情
報又はタイミングの予測誤差を受信することと、衛星受信機の内部クロックバイアスを修
正及び維持するために異なるＷＬＡＮ　ＡＰからタイミング測定値を選択することと、を
含んでいてもよい。
【０１０３】
　幾つかの実施形態では、方法は、内部発振器の衛星受信機の精度より高い内部発振器の
精度を備えたＷＬＡＮ　ＡＰを選択することを含んでいてもよい。
【０１０４】
　幾つかの実施形態では、ＷＬＡＮ　ＡＰは、地方自治体のＡＰであってもよく、地方自
治体のＡＰは、衛星測位システムクロックと同期化される。
【０１０５】
　幾つかの実施形態では、衛星測位システム受信機は、ＷＬＡＮ受信機を含んでいてもよ
い。
【０１０６】
　幾つかの実施形態では、衛星測位受信機は、基準として１つ又はそれ以上のＷＬＡＮ　
ＡＰを使用することで内部クロックバイアスを維持している。幾つかの実施形態では、Ｗ
ＬＡＮ　ＡＰは、地方自治体のＡＰであってもよい。
【０１０７】
　本発明の様々な実施形態のより完全な理解のため、この後に続く添付図面と関連させな
がらこれより下記の説明に論及してゆく。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】ＷＬＡＮ測位システムの高レベルアーキテクチャを図解している。
【図２】ＷＬＡＮ‐ＰＳ及びＳＰＳを統合する従来式の方法のためのシステムを図解して
いる。
【図３】開示する主題の幾つかの実施形態によるＷＬＡＮ‐ＰＳ及びＳＰＳ統合導出解を
提供するシステムを図解している。
【図４】開示する主題の幾つかの実施形態による２つの衛星からの未処理のＳＰＳ測定値



(16) JP 5775449 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

を使用して有力なＷＬＡＮ‐ＰＳ導出解の間で導出解を選択する実施例を図解している。
【図５】ＷＬＡＮ－ＰＳ及びＳＰＳを統合するシステムを図解しており、ここでは未処理
のＳＰＳ測定値が開示する主題の幾つかの実施形態によって最良の導出解を選択するため
にＷＬＡＮ‐ＰＳに提供されている。
【図６】開示する主題の幾つかの実施形態によるＳＰＳの有力な導出解に基づいて有力な
ＷＬＡＮ‐ＰＳ導出解の間で導出解を選択する実施例を図解している。
【図７】開示する主題の幾つかの実施形態による未処理のＳＰＳ測定値に基づいて最良の
組のＷＬＡＮ　ＡＰを選択する実施例を図解している。
【図８】ＷＬＡＮ－ＰＳ及びＳＰＳを統合し、開示する主題の幾つかの実施形態によるＷ
ＬＡＮ‐ＰＳの一組のＷＬＡＮ　ＡＰを選択するために、２つ又はそれ以上の衛星から未
処理のＳＰＳ測定値を使用するシステムを図解している。
【図９】開示する主題の幾つかの実施形態による携帯装置の位置の最良の推定を探し出す
ためにＳＰＳに対するＷＬＡＮ－ＰＳによって提供される位置推定及び不確実性要素を検
討するシステムを図解している。
【図１０】開示する主題の幾つかの実施形態によるグリッド法を使用することで携帯装置
の位置の最良の推定を探し出すためにＳＰＳに対するＷＬＡＮ－ＰＳによって提供される
位置推定及び不確実性要素を検討するシステムを図解している。
【図１１】ＷＬＡＮ－ＰＳ及びＳＰＳを統合するシステムを図解しており、ここでは未処
理のＳＰＳ測定値は、本開示の主題の幾つかの実施形態によるＷＬＡＮ‐ＰＳ位置推定を
改良するために使用されている。
【図１２】ＷＬＡＮ－ＰＳ及びＳＰＳを統合するシステムを図解しており、ここではＷＬ
ＡＮ－ＰＳ位置推定は、開示する主題の幾つかの実施形態による初期の位置推定として提
供されている。
【図１３】開示する主題の幾つかの実施形態によるＳＰＳ及びＷＬＡＮ‐ＰＳの情報を使
用することで予測誤差の推定の精度を高める実施例を図解している。
【図１４】開示する主題の幾つかの実施形態によるＳＰＳ及びＷＬＡＮ‐ＰＳの情報を使
用することで予測誤差の推定の精度を高めるシステムを図解している。
【図１５】開示する主題の幾つかの実施形態による２つ又はそれ以上の衛星に基づく静止
したユーザーの検出用システムを図解している。
【発明を実施するための形態】
【０１０９】
　開示する主題の実施形態は、ハイブリッド測位システムを作るためにＷＬＡＮを利用し
た測位システム（ＷＬＡＮ‐ＰＳ）及び衛星を利用した測位システム（ＳＰＳ）を統合す
る方法を提供している。統合された又はハイブリッドのシステムは、測位及び速度推定及
び方位推定の精度及び予測誤差推定の精度を高めるため、及び独立して機能する各個別の
システムと比較して消費電力を低減するために、１つ又はそれ以上のシステムからの測定
値を組み合わせるシステムを指している。ハイブリッド測位システムを作り出すためにＷ
ＬＡＮ－ＰＳ及びＳＰＳを統合する方法は、別の入力として未処理のＳＰＳ測定値をＷＬ
ＡＮ－ＰＳへ及び別の入力としてＷＬＡＮ‐ＰＳ最終推定をＳＰＳに追加することができ
る。２つ又はそれ以上の衛星からの未処理のＳＰＳ測定値は、ＷＬＡＮ－ＰＳが位置推定
、ＨＰＥ及び静止ユーザー検出の精度を高めることを支援することができる。ＷＬＡＮ－
ＰＳ初期位置推定及び他の推定は、同様に、ＳＰＳが初回測位時間（ＴＴＦＦ）及び電力
消費を低減することを支援することができる。ハイブリッド測位システムは、更に、精度
向上又は他の推定に関する値を追加していない時には、ＷＬＡＮ－ＰＳ又はＳＰＳの動作
を停止することで、別々に作動するＷＬＡＮ－ＰＳ及びＳＰＳと比較して電力消費を低減
することができる。
【０１１０】
　図３はＷＬＡＮ－ＰＳ３０１及びＳＰＳ３０６のハイブリッドシステムのブロック図を
図解している。
【０１１１】
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　ＳＰＳ３０６は、図２のＳＰＳ２０６と同じ装置から構成されており、出力３１１及び
（本明細書でより詳細に検討される）ＷＬＡＮ－ＰＳからの入力３１２が追加された、市
販の従来式の衛星測位装置である。衛星受信機及び測定装置２０７は、全ての従来式ＳＰ
Ｓ受信機３０６の一部であり、未処理のＳＰＳ測定値は、ＳＰＳ測定の重要な一部である
。しかしながら、ここでは、未処理のＳＰＳ測定値は、出力３１１で示すように、ＳＰＳ
３０６の外部で使用されている。全ての市販されるＳＰＳ受信機が、未処理のＳＰＳ測定
値をＳＰＳ３０６の外部の装置へ公開するわけではない。例えば、ＳｉＲＦ　Ｔｅｃｈｎ
ｏｌｏｇｙ社（カリフォルニア州、サンノゼ）製のＳｔａｒ　ＩＩＩ　ＧＰＳは、未処理
のＳＰＳ測定値を標準インターフェイスの一部として提供している。しかしながら、その
様な測定値を提供しない他のＧＰＳ受信機も幾つかある。未処理のＳＰＳ測定値を標準イ
ンターフェイスの一部として公開していないＳＰＳ受信機では、ＳＰＳ受信機３０６は、
未処理のＳＰＳ測定値へのアクセスを認めるように修正される。
【０１１２】
　ＷＬＡＮ－ＰＳ３０１は、未処理のＳＰＳ測定値３１１を受信するように構成されてい
る点を除いて、図２に示すＷＬＡＮ－ＰＳ２０１と同様の様式で機能している。未処理の
ＳＰＳ測定値のＷＬＡＮ－ＰＳ３０１との統合は、ＷＬＡＮ　ＡＰ選択装置３０３、三辺
測量装置３０４及びＨＰＥ推定装置３０５の設計を変えている。ＷＬＡＮ－ＰＳ３０１は
、ＳＰＳ３０６からの測位又は導出解が何らなくとも、少なくとも２つの衛星が獲得され
る場合には未処理のＳＰＳ測定値の利点を生かすことができる。
【０１１３】
　未処理のＳＰＳ測定値を受信した後のＷＬＡＮ－ＰＳ３０１のこの設計変更を本明細書
でより詳細に検討する。
【０１１４】
　１つの実施形態下では、開示する方法は、ＷＬＡＮを利用した測位システム（ＷＬＡＮ
－ＰＳ）及び衛星を利用した測位システム（ＳＰＳ）を統合しており、ここでは、ＷＬＡ
Ｎ－ＰＳは、携帯装置の一組の有力な位置を提供し、当該有力な位置の中で、ＳＰＳ測定
値に最も適合する１つが、最終位置推定として選択される。
【０１１５】
　この実施形態は、ＷＬＡＮを利用した測位システム（ＷＬＡＮ－ＰＳ）及び衛星を利用
した測位システム（ＳＰＳ）を統合する方法を更に提供することができ、ここでは、ＷＬ
ＡＮ－ＰＳは、携帯装置用の一組の有力な位置を提供し、有力な位置は、複数の有力なＳ
ＰＳ装置位置導出解までの距離によって重み付けされる。言い換えると、重みは、ＷＬＡ
Ｎ－ＰＳの有力な導出解がどれ程衛星測定値に一致しているのかによってＷＬＡＮ－ＰＳ
有力な導出解に割り当てられる。重みをそれぞれの有力な位置に割り当てた後、様々なア
ルゴリズムをＷＬＡＮ－ＰＳ有力な位置を組み合わせる又は選択するために使用すること
ができる。例えば、最終記録位置を、全ての有力な位置の平均を用いて重み付けすること
ができ、低い重みの位置は、記録され得る平均の重みの付けられた位置から除去すること
ができる又は最高の重みが付けられた位置だけを記録することができる。選択は、個別の
重みがゼロ及び１である重み付けの特別な事例であってもよい。
【０１１６】
　例えば、幾つかの区域におけるＷＬＡＮ　ＡＰの高密度の理由から、ＷＬＡＮ－ＰＳは
、所与の位置の中で１０のＷＬＡＮ　ＡＰを検出する場合がある。検出されたＷＬＡＮ　
ＡＰは、１つよりも多くのクラスターを形成してもよい。クラスターは、互いの受信可能
範囲で一組のＡＰと画定される。ＷＬＡＮ　ＡＰの受信可能範囲が周知でない場合、公称
受信可能範囲を考察してもよい。ＷＬＡＮ　ＡＰの公称受信可能範囲又は標準的な受信可
能範囲は、数千のＷＬＡＮ　ＡＰの受信可能範囲を測定することで統計的に獲得され、こ
の文書の執筆時、１００ｍ及び２５０ｍの間の数字が報告されている。例えば、携帯装置
が１５のＷＬＡＮ　ＡＰを検出し、その内１０は、高層ビルの中に位置し、他の５つは高
層ビルから離れた（例えば高層ビルから５００メートル離れた）オフィスビルの中に位置
する場合、検出されたＷＬＡＮ　ＡＰは、それぞれ、１０及び５の大きさをした２つのク
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ラスターとして考えることができる。従来式の測位アルゴリズムは、高いほうの数のＡＰ
を備えたクラスター、即ち１０のＡＰのクラスターを選択するであろう。従来式の手法下
では、位置は高層ビルの中のどこかであろう。しかしながら、２つ又はそれ以上の衛星か
らの未処理のＳＰＳ測定値が、たとえＳＰＳからの位置測定を備えていなくてもクラスタ
ー情報を備えていると考えられる場合、未処理のＳＰＳ測定値は、複数のクラスターから
ＷＬＡＮ　ＡＰの適正なクラスターを選択するために使用することができる。この実施例
では、携帯装置も同様にＳＰＳ方程式を満足させるので、５つのＷＬＡＮ　ＡＰのクラス
ターは、携帯装置の位置に最近接するクラスターとして選択されてもよい。ＳＰＳ測定値
も、同様に、有力なＳＰＳ導出解からの推定距離によって、重みを５つ及び１０のＡＰの
クラスターに割り当てるために使用することができる。重みをクラスターに割り当てた後
、論理は、クラスターの推定結果を組み合わせ、１つの位置だけを記録するために使用さ
れ得る。例えば、クラスターの推定結果の重み付けされた平均、最大重みを有するクラス
ターの推定又はより高い重みを有するクラスターの推定の平均は、最終推定結果として報
告することができる。
【０１１７】
　第１の段階は、ユーザー装置を位置付けるための基準点として使用されるであろうＷＬ
ＡＮアクセスポイントを検出することである。ＷＬＡＮアクセスポイントは、無作為に分
散され、それらは、更に、時間と共に動く場合がある。従って、ＷＬＡＮ測位システムは
、エンドユーザーによって検出されるＷＬＡＮアクセスポイントの全てのクラスターを識
別するためにクラスター化アルゴリズムを適用する。
【０１１８】
　ＷＬＡＮアクセスポイントのクラスターは、互いの受信可能範囲内にある一組のＷＬＡ
Ｎアクセスポイントである。アクセスポイントの通常の受信可能範囲よりクラスターから
更に離れているＷＬＡＮアクセスポイントは、新しいクラスターとして考えられる。
【０１１９】
　例えば、ユーザーが、４つのアクセスポイントを検出し、その内の３つは、ボストンに
、その内の１つはシアトルに位置している。従って、それらは、２つのクラスターを形成
しており、即ちボストンの１つは３つのＷＬＡＮアクセスポイントを備え、シアトルの１
つは、１つのＷＬＡＮアクセスポイントを備えている。ＷＬＡＮアクセスポイントの各ク
ラスターは、ＷＬＡＮ測位システムの中で離れた位置になってもよい。携帯装置が更に２
つ又はそれ以上の衛星から信号を取得する場合、衛星測定値は、ＷＬＡＮアクセスポイン
トのクラスターを選択するため又はＷＬＡＮアクセスポイントのクラスターを拒否するた
めに使用されてもよい。２つ又はそれ以上の衛星測定値は、領域（容積、表面又は曲線）
の形式をした一組の導出解を提供する。有力なＷＰＳ導出解のＳＰＳ有力な導出解に対す
る近接性は、ＷＰＳ導出解を重み付け、選択又は拒否するための基準になり得る。言い換
えれば、ＷＬＡＮ－ＰＳ導出解がＳＰＳ導出解に近いほど、ＷＬＡＮ－ＰＳ導出解の品質
は高くなる。
【０１２０】
　例えば図４は、５つのＷＬＡＮアクセスポイント４０４から成るＷＬＡＮ－ＰＳ４０１
を示している。ＷＬＡＮアクセスポイントは、この実施例では２つのクラスター、第１の
クラスター４０２及び第２のクラスター４０３を形成している。それぞれのクラスターは
、ユーザー装置の位置を推定するために使用することができる。ユーザー装置が少なくと
も２つの衛星４０５から信号を取得する場合、２つ又はそれ以上の衛星４０６の有力な導
出解を、幾つかのクラスターを選択又は削除するために使用してもよい。この実施例では
、２つ又はそれ以上の衛星の有力な導出解を帯域４０６として示している。クラスター４
０２は、クラスター４０３と比べて有力な衛星導出解帯域４０６により近くなっている。
従って、クラスター４０２は選択され、クラスター４０３は拒否され得る。
【０１２１】
　図５は、ＳＰＳ及びＷＬＡＮ－ＰＳの統合された導出解のブロック図を図解している。
ＳＰＳ５０６は、標準の市販される装置であってもよいが、図３で検討したような未処理
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のＳＰＳ測定値を提供することができなければならない。未処理のＳＰＳ測定値３１１は
、ＷＬＡＮ　ＡＰ５０３及び三辺測量装置５０４へ方向付けられる。
【０１２２】
　ＷＬＡＮ　ＡＰ選択装置５０３は、ＷＬＡＮスキャナ２０２から入力としてデータを受
信する。ＷＬＡＮ　ＡＰ選択装置５０３は、アクセスポイント間の距離に基づいてＷＬＡ
Ｎ　ＡＰを集めてクラスター化する。ＷＬＡＮ　ＡＰ選択装置５０３は、クラスターを識
別するだけでなく、クラスター毎に異なる組のＷＬＡＮ　ＡＰを選択する。それぞれの異
なるクラスターは、異なる位置推定をもたらし得る。全ての異なる組のクラスターは、三
辺測量装置５０４で使用することができ、異なる位置推定をもたらし得る。クラスターに
基づく位置推定は、ＳＰＳ有力な導出解からのクラスター距離によって重み付けされても
よく、又はＳＰＳ有力な導出解からのクラスター距離によって選択されてもよい。クラス
ターが衛星距離導出解に（短距離で）近接していると考えられる場合、クラスターは、高
い重みを割り当てられ得る。例えば、クラスターは、衛星距離導出解から約１０メートル
離れて位置する場合など。クラスターが衛星距離導出解から（長距離で）離れていると考
えられる場合、例えばクラスターが衛星距離導出解から約１００メートル又は１，０００
メートル離れて位置する場合などでは、クラスターには低い重みが割り当てられ得る。
【０１２３】
　ＳＰＳ導出解は、以下のように得ることができる。各衛星測定値では、標準的には、携
帯装置の位置の４つの未知の座標（ｘ、ｙ、ｚ）及びＳＰＳ受信機の内部クロックバイア
スが存在している。２つ又はそれ以上の衛星からの未処理のＳＰＳ測定値は、方程式から
ＳＰＳ受信機の内部クロックバイアスを削除するために使用することができる。この場合
、結果は、ユーザー装置の位置の座標（ｘ、ｙ、ｚ）の関数になり、一般的な形式として
以下のように書くことができる。
Ｆ（ｘ、ｙ、ｚ）＝０
【０１２４】
　この関数は、衛星の数に基づいて区域、表面、又は曲線を表現することができる。従っ
て、２つ又はそれ以上の衛星からの未処理のＳＰＳ測定値は、最終の位置推定を有せずと
も、一組の有力な導出解をもたらすことができる。
【０１２５】
　ＷＬＡＮ－ＰＳの異なる導出解及びＳＰＳ有力な導出解の間の距離は、各ＷＬＡＮ－Ｐ
Ｓ導出解を重み付けするための基準として使用することができる。重みを各ＷＬＡＮ－Ｐ
Ｓ有力な導出解に割り当てた後、論理は、導出解を組み合わせる又は有力な導出解から導
出解を選択するために使用することができる。
【０１２６】
　更に、ＳＰＳ測定値及びＷＬＡＮ－ＰＳによって提供される位置の間の一致性は、ＷＬ
ＡＮ－ＰＳによって提供される位置と携帯装置の位置の間の距離を示すものとして使用す
ることができる。ユーザー装置の位置は、（１）有力なＷＬＡＮ－ＰＳ位置をユーザー装
置の位置の概略的な推定として使用すること（即ちそれぞれの有力なＷＬＡＮ－ＰＳ位置
をｘ、ｙ、ｚとして使用すること）及び（２）各衛星からの測定値を使用して、各ＷＬＡ
Ｎ－ＰＳ位置推定毎に最終の未知の内部衛星受信機クロックバイアスを計算すること、で
計算することができる。ＷＬＡＮ位置推定毎の、計算された（近い将来では各衛星毎に計
算された）内部衛星受信機クロックバイアスの間の一致性は、ＷＬＡＮ－ＰＳの位置推定
と携帯装置の実際の位置の間の距離を示すものとして使用することができる。良好なＷＬ
ＡＮ－ＰＳ推定値は、一致した受信機クロックバイアス推定値を有するであろう、即ちＷ
ＬＡＮ－ＰＳ推定位置が、衛星毎にｘ、ｙ、ｚ位置として使用される時には、受信機クロ
ックバイアスは、例えば互いの約１０％以内で、実質的には同じであろう。しかしながら
、ＷＬＡＮ－ＰＳ位置がユーザー装置の位置の不良な推定であれば、ＷＬＡＮ－ＰＳ位置
は、衛星毎に様々な衛星受信機クロックバイアス推定を生み出すであろう、例えば受信機
クロックバイアスは、１０％より多く変化するであろう。
【０１２７】
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　衛星測定値毎に得られるクロックバイアスがＣｉで示される場合、Ｃｉの一致性は、所
与の位置（この場合、ＷＬＡＮ－ＰＳによって決定される位置）と衛星方程式を満足する
位置の間の距離の測定として使用することができる。Ｃｉの一致性は、以下のような、
【数１】

Ｃｉの標準偏差又はＣｉ推定の平均平方誤差などの異なる数学的な手法で測定することが
できる。
【０１２８】
　ＭＳＥの値は、Ｃｉ標本の一致性の指標として使用することができる。従って、ＷＬＡ
Ｎ－ＰＳの全ての有力な位置は、ＳＰＳの未処理の測定値で検証することができ、Ｃｉの
一致性は、実際の携帯装置の位置までの導出解の距離の指標として使用することができる
。この距離は、携帯装置の位置を計算する過程で、ＡＰを重み付けする又は選択する又は
非選択化する（除外する）ために他のＷＬＡＮ　ＡＰパラメータと共に使用することがで
きる。
【０１２９】
　図６は、領域６０６の形式のＳＰＳ導出解及びＷＬＡＮ測位システム６０１を示してお
り、ここではＷＬＡＮアクセスポイント６０４が第１のクラスター６０２及び第２のクラ
スター６０３を形成している。携帯装置の２つ又はそれ以上の衛星６０５の取得は、更に
、一組の有力な衛星装置の導出解６０６をもたらすことができる。ＳＰＳ導出解６０６及
びＷＬＡＮ－ＰＳ導出解６０２の間の一致性は、この実施例ではＷＬＡＮ－ＰＳの６０２
導出解である最良の導出解を選択するために使用される。ＳＰＳとＷＬＡＮ－ＰＳの間の
一致性は、それらの両方が導出解の一部と同じ位置を説明している又は最終推定位置が両
方のシステムの導出解の内の１つであることを意味している。更に、ＡＰのクラスターは
、ＳＰＳ有力な導出解までの距離によって重み付けされてもよい。
【０１３０】
　開示する主題の別の実施形態は、未処理のＳＰＳ測定値を使用することでＷＬＡＮアク
セスポイントを重み付けする方法を提供している。未処理のＳＰＳ測定値を使用すること
でエンドユーザーの位置を推定するためにＷＬＡＮアクセスポイントの最良の組を選択す
ることは、重みをＷＬＡＮ　ＡＰに割り当てる特殊な事例であり得る。携帯装置の位置を
推定するためにＷＬＡＮアクセスポイントの最良の組を重み付け又は選択するために使用
される他の基準に加えて、未処理のＳＰＳ測定値を使用してもよい又は他の基準と組み合
わせてもよい。他の基準及び重みは、受信信号強度に基づく重み又は受信信号の往復時間
に基づく重みである。ＷＬＡＮ－ＰＳは、携帯装置の位置を推定するためにＷＬＡＮ－Ａ
Ｐ及びその特性を使用する。
【０１３１】
　ＷＬＡＮ　ＡＰの特性は、受信信号強度（ＲＳＳ）、位置又は位置の推定、信号対ノイ
ズ比及び到着時間（ＴＯＡ）を、これらに限定するわけではないが、含んでいてもよい。
２つ又はそれ以上の衛星からの未処理のＳＰＳ測定値は、ＷＬＡＮ　ＡＰの位置（又は推
定位置）と携帯装置の実際の位置の間の距離を示すものを計算するために使用される。距
離のこの表示は、携帯装置の位置を推定するためにＷＬＡＮ　ＡＰの最良の組みを選択す
るために使用することができる又は距離の指標は、装置の位置からの距離によってＷＬＡ
Ｎ　ＡＰを重み付けするために使用することができる。少なくとも２つの衛星からの未処
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程で使用することができる。距離がＷＬＡＮ　ＡＰの受信可能範囲の１０倍を上回る場合
、距離は遠いと考えられる。近い又は遠くないと考えられる距離は、ＷＬＡＮ　ＡＰの受
信可能範囲の１０倍以内の距離である。遠いと考えられるＷＬＡＮ　ＡＰは、測位計算か
ら削除することができる。
【０１３２】
　図７は、ＷＬＡＮ－ＰＳ及びＳＰＳの統合型導出解の実施例を示しており、ここでは、
携帯装置は５つのＷＬＡＮアクセスポイント７０２を検出し、２つの衛星７０４から信号
及び未処理の測定値を取得している。この実施例では、ＷＬＡＮアクセスポイントは、携
帯装置の周囲に無作為に広がり、ＷＬＡＮアクセスポイント７０２と２つの衛星７０３の
有力な導出解の間の距離は、ＷＬＡＮアクセスポイントと携帯装置の実際の位置の間の距
離を示すものとして使用することができる。有力なＳＰＳ導出解７０３の領域は、２つの
衛星からの測定値を使用して計算される。ＷＬＡＮアクセスポイント７０２とＳＰＳ有力
な導出解７０３の間の距離は、ＷＬＡＮアクセスポイントと携帯装置の実際の位置の間の
距離の指標として使用される。この実施例では、全てのＷＬＡＮアクセスポイント７０２
－１は、ＳＰＳ有力な導出解７０３に非常に近接しているが、１つのＷＬＡＮアクセスポ
イント７０２－２はそうではない。従って、ＷＬＡＮアクセスポイント７０２―２と有力
なＳＰＳ導出解７０３の間のより長い距離は、他の検出されたＷＬＡＮアクセスポイント
７０２－１と比較して、ＷＬＡＮアクセスポイント７０２－２と携帯装置の位置の間のよ
り大きい距離の指標である。従って、ＷＬＡＮアクセスポイント７０２－２は、ＳＰＳ有
力な導出解までの距離によって重み付けされ得る、又は携帯装置位置を計算するためにＡ
Ｐの組から除去され得る。
【０１３３】
　図８は、ＷＬＡＮ－ＰＳ８０１及びＳＰＳ８０６の統合導出解を図解しており、ここで
は全てのモジュールは、ＷＬＡＮ　ＡＰ８０３を選択すること以外は図２と同じである。
ＷＬＡＮ　ＡＰ８０３の選択では、更に、入力として未処理のＳＰＳ測定値３１１を受信
している。これらの未処理の測定値は、ＷＬＡＮ　ＡＰの位置（又は推定位置）と携帯装
置の位置の間の距離を推定するために使用される。
【０１３４】
　前述の実施形態で検討したように、この実施形態では、２つ又はそれ以上の衛星からの
ＳＰＳ測定値を使用して、ＷＬＡＮ　ＡＰ位置（又は推定位置）と携帯装置の実際の位置
の間の距離の表示を計算する必要性が存在している。未処理のＳＰＳ測定値とＷＬＡＮ　
ＡＰの間の一致性は、ＷＬＡＮ　ＡＰの位置と携帯装置の位置の間の距離を示すものとし
て使用することができる。一致性は、（１）ＷＬＡＮ　ＡＰの位置を携帯装置の位置の推
定として使用すること及び（２）各衛星からの測定値に基づいてＷＬＡＮ　ＡＰの位置毎
に受信機のクロックバイアスを計算することで、計算することができる。計算した受信機
クロックバイアス間の一致性は、ＷＬＡＮ　ＡＰ位置と携帯装置の実際の位置の間の距離
の指標として使用することができる。
【０１３５】
　言い換えれば、疑似距離測定値を用いてＷＬＡＮ　ＡＰの位置をＳＰＳ方程式の初期位
置に適用した後、唯一残っている未知の要素は、全てのＳＰＳの未処理の測定値に対して
同じある、受信機クロックバイアスである。衛星測定値毎に得られるクロックバイアスが
Ｃｉで示される場合、Ｃｉの一致性は、所与の位置（この場合、ＷＬＡＮ　ＡＰの位置）
と衛星方程式を満足する位置の間の距離の測定として使用される。Ｃｉの一致性は、以下
のような、
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【数２】

Ｃｉの標準偏差又はＣｉ推定の平均平方誤差などの異なる数学的な手法で測定することが
できる。
【０１３６】
　ＭＳＥの値は、Ｃｉ標本の一致性の指標として使用することができる。従って、全ての
検出されたＷＬＡＮ　ＡＰの位置は、ＳＰＳの未処理の測定値で検証することができ、Ｃ
ｉの一致性は、携帯装置の位置までの距離の指標として使用することができる。この指標
は、携帯装置の位置を計算する過程でＡＰを重み付け、選択又は除去するために他のＡＰ
パラメータと共に使用することができる。
【０１３７】
　開示する主題の別の実施形態の下では、ＷＬＡＮ－ＰＳが、有力な位置導出解が存在す
る領域を提供するシステム及び方法が提供されており、当該提供される領域の中で、携帯
装置の最終の位置推定が、２つ又はそれ以上の衛星からのＳＰＳ測定値に基づいて選択さ
れる。
【０１３８】
　図９は、統合されたＷＬＡＮ－ＰＳ及びＳＰＳを示しており、ここではＷＬＡＮ－ＰＳ
９０１は、幾つかの不確定要素９０３と共に携帯装置の位置の推定を提供している。不確
定要素９０３は、ＷＬＡＮ－ＰＳの予測誤差であり得る。携帯装置は、２つ又はそれ以上
の衛星９０２からの信号を更に取得する。ＷＬＡＮ－ＰＳによって報告される不確定要素
区域９０３の中の全てのポイントを使用して、衛星測定値に最も適合する位置９０４は、
携帯装置の位置の最良の推定として選択される。
【０１３９】
　その領域で衛星の導出解に適合する最良のポイントは、不確定要素区域９０３を小グリ
ッドに分割し、図１０に示すようなそれぞれのグリッド点を評価することで探し出すこと
ができる。グリッド線間の距離は、位置推定の必要な精度及びＳＰＳ測定値の品質に基づ
いていてもよい。精度要件及びＳＰＳ測定値品質が高いほど、できるグリッド線間の距離
が小さくなり、且つ位置推定がより正確になる。例えばグリッド線は、約５メートル及び
約１００メートルの間だけ離れていてもよく、約１０メートル離れていれば望ましい。
【０１４０】
　この実施形態では、ＳＰＳ衛星９０２の数は、２つ又はそれ以上であってもよい。この
システム又は方法は、ＳＰＳが、携帯装置の位置をそれ自体では決定することができない
が、ＳＰＳ疑似距離方程式と最も一致する物を最良の位置９０４として選択するために、
ＷＬＡＮ－ＰＳ有力な導出解９０３をＳＰＳ情報で検証することができる事例で使用する
ことができる。
【０１４１】
　図１１は、ＷＬＡＮ－ＰＳ１１０１及びＳＰＳ１１０６の統合導出解を示しており、こ
こでは、ＷＬＡＮ－ＰＳによって提供される最終位置推定は、２つ又はそれ以上の衛星か
らのＳＰＳ測定値３１１を使用することで改良されている。新しいモジュール、改良モジ
ュール１１１１は、ＷＬＡＮ－ＰＳ三辺測量結果、それらの測定値の対応する不確定要素
及び２つ又はそれ以上の衛星からのＳＰＳ測定値を受信する従来式ＷＬＡＮ－ＰＳに追加
される。この情報を使用して、改良モジュール１１１１は、携帯装置の位置の推定を報告
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する。
【０１４２】
　例えば、ＷＬＡＮ‐ＰＳが、有力な位置導出解の圏域を改良モジュール１１１１に提供
する場合。圏域の大きさは、幾つかの実施形態のそれぞれの位置推定のために計算するこ
とができる、又はＷＬＡＮ－ＰＳの不確定要素の公称値を使用することができる、ＷＬＡ
Ｎ－ＰＳ（予測誤差）の位置推定の不確定要素に対応している。例えば、Ｓｋｙｈｏｏｋ
無線ＷＬＡＮ－ＰＳの中央誤差は、約３０ｍであり、ＷＬＡＮ－ＰＳ誤差の公称値として
使用することができる。次の段階では、２つ又はそれ以上の衛星からのＳＰＳ測定値は、
ＳＰＳ測定値を最もよく満足するＷＬＡＮ－ＰＳによって特定される領域の中でポイント
を探し出すために使用することができる。衛星毎の衛星方程式は以下のように
Ｆｉ（ｘ，ｙ，ｚ，ｂ）＝０
と書ける。
【０１４３】
　その（ｘ、ｙ、ｚ）は、携帯装置の位置であり、ｂは、ＳＰＳ受信機の内部クロックバ
イアスを示している。ＷＬＡＮ－ＰＳによって特定される領域の中の任意のポイントは、
携帯装置の位置（ｘ、ｙ、ｚ）の推定を提供し、内部クロックバイアスは、それぞれの取
得衛星に対して計算される。全ての測定値は、同じＳＰＳ受信機によってほぼ同時に行わ
れるので、ＳＰＳ受信機の内部クロックバイアスは、全てのＳＰＳ測定値に対してほぼ同
じでなければならない。従って、先に論じたように、異なる取得衛星から計算されたＳＰ
Ｓ受信機の受信機クロックバイアス間の一致性は、携帯装置の位置推定（ｘ、ｙ、ｚ）と
実際の位置の間の距離を示すことができる。ＳＰＳ受信機の計算された内部クロックの一
致性は、受信機クロックバイアス測定値の標準偏差を計算することで測定することができ
る。
【０１４４】
　ＷＬＡＮ－ＰＳによって特定される領域がグリッドに分割される場合、ＳＰＳ方程式は
各グリッド点で検証される。全ての取得衛星に対して最も一致性を有する受信機クロック
バイアスを提供するグリッド点は、携帯装置の最良の位置推定である。
【０１４５】
　本発明の別の実施形態は、初期位置としてのＷＬＡＮ－ＰＳの位置推定をＳＰＳに提供
することでＳＰＳの取得時間を短縮する方法を提供している。ＷＬＡＮ－ＰＳによって初
期位置を提供することは、ＳＰＳの取得期間を短縮し、それによってＳＰＳの初回測位時
間を短縮する。衛星の測位システムは、既に初期位置を受信する方法を提供しており、当
該システムがＳＰＳの内部に提供された初期位置を使用する方法は、一般的に周知である
。本システムは、衛星測位システム用の初期位置の源としてＷＬＡＮ－ＰＳ位置推定を使
用する。ＳＰＳ衛星の位置は如何なる時も周知であるので、携帯装置の概略的な位置の知
識は、ＳＰＳが探索する衛星の組を、全ての衛星ではなく、装置にとって実際に可視的な
衛星の組まで減らすことに役立ち得、それによって探索時間を短縮する。
【０１４６】
　図１２は、ＷＬＡＮ－ＰＳ２０１及びＳＰＳ１２０３を図解しており、ここではＷＬＡ
Ｎ－ＰＳは、ＳＰＳシステムに初期位置１２１１を提供している。従って、ＷＬＡＮ－Ｐ
Ｓ２０１によって携帯装置１２１１の推定される位置は、初期位置としてＳＰＳ１２０２
に提供することができる。携帯装置の初期位置を知ることは、ＳＰＳ１２０２が装置の位
置を探索し、装置の位置の測位時間を短縮するために、最良の組の衛星を選択することに
役立つことができる。
【０１４７】
　ＷＬＡＮ－ＰＳ及びＳＰＳは、独立して機能し、位置推定、位置推定の予測誤差、速度
及び方位推定を含む携帯装置の特質の推定を提供することができる。しかしながら、ＷＬ
ＡＮ－ＰＳは、ＳＰＳに比べて初回測位時間（ＴＴＦＦ）がかなり短いので、ＷＬＡＮ－
ＰＳによる推定位置は、携帯装置の初期位置としてＳＰＳに提供することができ、位置を
探し出すのに必要な時間を短縮している。
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【０１４８】
　初期位置の受け取りは、ＳＰＳの標準的な動作であり、ＳＰＳ受信機のほとんどは、初
期位置を受信する方法を提供している。ここでＷＬＡＮ－ＰＳは、初期位置をＳＰＳに提
供する源として使用されている。
【０１４９】
　本発明の別の実施形態は、ＳＰＳ及びＷＬＡＮ－ＰＳの統合位置導出解の位置推定の予
測誤差の精度を高め、各個別のシステム毎に誤差を誤差位置結果と比較する方法を提供し
ている。予測誤差推定は、推定位置付近の不確定要素区域を提供している。ＷＬＡＮ－Ｐ
Ｓ及びＳＰＳの推定位置が互いの不確定要素区域の中にある場合、不確定要素区域は、両
方のシステムから推定される位置の間の距離に基づいて縮小される。ＷＬＡＮ－ＰＳ及び
ＳＰＳの推定位置が互いの不確定要素区域の中にない場合、不確定要素区域は両方のシス
テムから推定される位置の間の距離に基づいて増大される。ＷＬＡＮ－ＰＳ及びＳＰＳの
推定位置の内の１つだけが他のシステムの不確定要素区域の内側に入る場合、不確定要素
区域は、各システムから推定される誤差の品質に基づいて縮小又は増大することができる
。位置推定の推定誤差は、通常９５％信頼区間を報告しているが、何らかの他の信頼区間
を更に報告してもよい。
【０１５０】
　本発明の別の実施形態は、ＳＰＳ及びＷＬＡＮ－ＰＳの統合された位置導出解の位置推
定の予測誤差の精度を高める方法を提供している。ＷＬＡＮ－ＰＳは、位置推定を提供し
ており、ＳＰＳは、少なくとも２つの衛星を取得している。予測誤差推定は、推定ＷＬＡ
Ｎ－ＰＳ位置の周囲の不確定要素区域を提供している。ＷＬＡＮ－ＰＳの推定位置及び未
処理のＳＰＳ測定値の間の一致性は、予測誤差推定を減らす又は増やす基準として使用さ
れている。ＷＬＡＮ－ＰＳの推定位置及び未処理のＳＰＳ測定値が一致する場合、不確定
要素区域は、ＳＰＳ有力な導出解からＷＬＡＮ－ＰＳ推定位置の間の距離に基づいて減ら
される。ＷＬＡＮ－ＰＳの推定位置及び未処理のＳＰＳ測定値が一致していない場合、不
確定要素区域は、ＳＰＳ有力な導出解からＷＬＡＮ－ＰＳ推定位置の間の距離に基づいて
増やされる。
【０１５１】
　図１３は、ＷＬＡＮ－ＰＳ位置推定１３０１及び推定のＷＬＡＮ－ＰＳ予測誤差１３０
３並びに更にＳＰＳ位置推定１３０２及び推定のＳＰＳ予測誤差１３０４を図解している
。各システムによって報告される不確定要素は、位置推定の予測誤差である。
【０１５２】
　その様なシステムでは、ＳＰＳ及びＷＬＡＮ－ＰＳは、それぞれ、位置推定及び更にそ
の位置推定における予測誤差の推定を提供している。両方のシステムによって提供される
位置推定の予測誤差は、位置推定の誤差のより良い推定を提供するために結合される。例
えば、各システムが、報告された位置周囲の区域を推定位置の不確定要素として提供する
場合（１３０３及び１３０４）、統合システムは、最終位置推定の不確定要素を推定する
ために不確定要素区域の重複部１３０５及び更に推定位置間の距離１３０６を考察する。
ＳＰＳ及びＷＬＡＮ－ＰＳによって推定される位置の間の距離が大きいほど、位置推定の
予測誤差は高くなる。別の実装では、システムは、最終位置推定として最も低い不確定要
素を備える位置推定を選択することができる。
【０１５３】
　図１４は、統合ＷＬＡＮ－ＰＳ及びＳＰＳシステムのブロック図を図解しており、ここ
では、それぞれのシステムの予測誤差は従来式の方法を用いて計算され、結果は、統合誤
差推定システム装置１４１１に提供される。統合誤差推定１４１１は、ＷＬＡＮ－ＰＳ及
びＳＰＳによって報告された位置の間の一致性を考察することで最終予測誤差を計算する
。一致性は、先に論じたように、受信機クロックバイアスを比較することで決定すること
もできる。
【０１５４】
　幾つかの実施形態では、ＳＰＳは、携帯装置が静止していることを検出することができ
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る。一般的には、携帯装置の速度又は速さを推定するために４つのＳＰＳ衛星から測定値
を受け取る。本方法及び本システムは、２つ又はそれ以上の衛星からのドップラー周波数
測定値の一致性を検証することで、僅か２つの衛星からの測定値を使用して携帯装置が静
止しているか否かを決定することができる。装置が静止している場合、ＳＰＳからのドッ
プラー測定値は、装置の初期位置に対する衛星の運動及び受信機のクロックの周波数オフ
セットによって完全に説明されなければならない。受信機クロックオフセットは、２つ又
はそれ以上の衛星からのドップラー測定値を与えられて推定することができる。ユーザー
が静止しているという仮説は、推定受信機周波数バイアスがＳＰＳドップラー方程式で置
き換えられた後、残余部の大きさに基づいている。
【０１５５】
　携帯装置が静止していることが分かると、ハイブリッドシステムは、装置が動いている
時とは異なってＷＬＡＮ－ＰＳに応答させることができる。例えば、ＷＬＡＮ－ＰＳは、
それほど頻繁ではなく、例えば１秒に１回、位置の更新を行うことで電力を節約すること
ができる。更に、ＷＬＡＮ－ＰＳは、携帯装置が静止している時間間隔を通して検出され
たＷＬＡＮアクセスポイントの全てを考察し、携帯装置の改良された位置を推定するため
に集合的な情報を使用することができる。これは、ＷＬＡＮ－ＰＳが、アクセスポイント
から受信した信号強度のより良い推定を取得することができ、及びユーザーが静止してい
る時には、多重通路に起因する電源変動をより一層緩和することができるからである。多
重通路は、２つ又はそれ以上の通路を通って受信アンテナに届く無線信号をもたらし、電
力を変動させる伝播現象であり、それは、無線伝播分野の専門家には周知の現象である。
【０１５６】
　図１５は、２つ又はそれ以上の衛星に基づく静止したユーザーの検知を図解している。
【０１５７】
　携帯装置１５０３が２つ又はそれ以上の衛星１５０１、１５０２を検出する場合、携帯
装置は静止している又は衛星からの受信信号のドップラー測定から動いていることを決定
することができる。
【０１５８】
　第１の段階は、ＷＬＡＮ－ＰＳによって計算することができる携帯装置１５０３の概略
的な位置を探しだすことである。携帯装置の位置についてのこの概略的な推定は、他の測
位技術によっても同様に提供され得る。携帯装置の位置についての概略的な推定は、約２
キロメータまでの誤差を有する場合があるが、ＷＬＡＮ－ＰＳによる位置の概略的な推定
の精度は最大で２百メートルである。
【０１５９】
　携帯装置は、図１５では衛星１５０１及び１５０２で示される、少なくとも２つの衛星
からの信号を取得することができる。携帯装置は、更に、信号取得の正にその時点の衛星
の速度が分かっている。言い換えれば、携帯装置１５０３が時間ｔに衛星１５０１及び１
５０２から信号を取得する場合、時間ｔの時点の衛星の速度を携帯装置は分かっている。
全ての衛星は、いつの時点においてもその速度を送信しているので、携帯装置１５０３は
、衛星から受信したメッセージを復号化することで取得した衛星１５０１及び１５０２の
速度を確定することができる。携帯装置は、他の源、例えばセルラーネットワークから衛
星速度を受信することもできる。
【０１６０】
　速度は、大きさ及び方向を備えたベクトルであり、衛星１５０１及び１５０２に関して
それぞれ速度Ｖ１及びＶ２で示されている。衛星の運動に起因するドップラー周波数は、
速度に基づいて計算される。衛星毎のドップラー周波数を得るための簡易方程式は、以下
のようである。
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【数３】

【０１６１】
　λは、ＳＰＳ無線の波長であり、どの様なＳＰＳシステムでも既知のものであり、ｆｄ
は、ドップラー周波数である。
【０１６２】
　携帯装置は、各衛星から受信した信号の周波数を測定する。各衛星の伝送周波数は分か
っているので、携帯装置は、受信信号周波数及び伝送信号周波数間の差を測定することが
できる。受信周波数及び伝送周波数の差は、衛星１５０１及び１５０２ではそれぞれｆｍ
１及びｆｍ２と表示される。
【０１６３】
　内部クロックの携帯装置周波数オフセットがｆ０であり、携帯装置１５０３の速度がｖ
ｍである場合、各衛星から測定される周波数は、以下のように計算される。

【数４】

【０１６４】
　角度α１及びα２は、衛星の速度ベクトルと、衛星１５０１及び１５０２それぞれに関
して携帯装置を衛星まで結ぶ線と、の間に存在する。携帯装置は、装置の位置、衛星の位
置及び衛星の速度ベクトルに基づいて角度を計算することができる。携帯装置が静止して
いる場合、上記の方程式は以下のように書き換えられる。

【数５】

【０１６５】
　これらの方程式で携帯装置に関して未知の要素は、ｆ０だけであり、各衛星の方程式そ
れぞれから見つけることができる。携帯装置が静止している場合、全ての取得衛星からの
ｆ０の値は、同じになるであろう。言い換えれば、全ての取得衛星のための方程式から得
られるｆ０の値が同じではない場合、携帯装置は静止していない。
【０１６６】
　開示する主題の別の実施形態は、ＷＬＡＮ－ＰＳを使用することで携帯装置の環境特性
を提供する方法に関している。ＷＬＡＮ　ＡＰは、測位目的で調査される比較的小さい受
信可能範囲を有する静止した無線送受信機である。調査過程の間、ＷＬＡＮ　ＡＰと関連
付けられる特性の１つは、環境特性であり得る。その後、携帯装置によって検出されたＷ
ＬＡＮアクセスポイントは、携帯装置が作動している環境を決定するためにまとめて使用
される。環境特性は、ＷＬＡＮアクセスポイントの属性、例えばＡＰ付近の建築物の密度
、ＡＰ付近の建築物の高さ及びＡＰがビルの谷間、都市又は郊外にあるか否か、として考
えてもよい。アクセスポイントの環境特性に関するデータは、アクセスポイントの関連デ
ータベースに存在する場合があり、ユーザー装置によってそこで取得することができる。
区域の細分性は、ＷＬＡＮアクセスポイントで特徴付けられるが、様々であってもよく、
建築物ほど小さい又は周辺地域ほど大きい場合がある。環境情報は、位置取得を処理する
システム及び／又は電力管理用のシステムを調整するために、ＳＰＳ、ＷＬＡＮ－ＰＳ及
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び更に両方のシステムの統合導出解によって使用することができる。例えば、携帯装置が
ビルの谷間環境にあるという事実についての情報は、ハイブリッドシステムにＷＬＡＮ－
ＰＳだけを信頼するようにさせ、一方で郊外環境にある場合、ＳＰＳは、携帯装置の位置
及び他の属性を推定する主要な源と見なされるであろう。
【０１６７】
　開示する主題及びシステムの別の実施形態は、ＷＬＡＮ　ＡＰを使用することでＳＰＳ
受信機の内部クロックの安定性を維持する方法を提供している。これは、安定したクロッ
クを備えたＷＬＡＮ装置によって伝送される信号の既知の時間間隔を測定することで実現
することができる。ＳＰＳ受信機の内部クロックの安定性を維持することは、位置決定に
重要である。例えば、それは、衛星信号をより高速で取得すること、より低電力で作動す
ることが可能であること及び更に、より少ない衛星で位置決定（位置推定）を提供するこ
と、に有用である。ＷＬＡＮ規格は、ＷＬＡＮ８０２．１１規格ＤＩＦＳ（ＤＣＦフレー
ム間空間）、ＳＩＦＳ（短フレーム間空間）又はスロット時間などにあるような、幾つか
のパケットヘッダ、幾つかのパケットの幾つかの分野を、これらに限定するわけではない
が、含む一定の時間間隔を画定しており、携帯装置は、長期に亘って内部クロックバイア
スを測定し安定性を維持するためにそれらの既知の時間間隔を使用することができる。
【０１６８】
　様々なクロック安定性を備えたＷＬＡＮアクセスポイントが存在する場合がある。この
場合、安定したクロックを備えているアクセスポイントを特定するデータは、ＷＬＡＮ　
ＡＰの特性の一部として考えることができる及び／又は特性は、アクセスポイントのデー
タベースにあり、そこから取得することができる。
【０１６９】
　初期位置及びクロック情報を提供することに加えて、ＷＬＡＮ測位システムは、ＷＬＡ
Ｎを使用することができるＳＰＳ受信機にクロック更新を提供することができる。全ての
ＳＰＳ受信機は、ＧＰＳクロック情報の表示を維持するために内部発振器を備えている。
しかしながら、それらの発振器は、時間の正確な測定を維持することに不備があるので、
ＳＰＳ受信機内部のクロックは、漂動する。このクロック漂動は、位置推定誤差を引き起
こす場合がある。正確なＧＰＳクロック情報をＳＰＳシステムに提供しているＷＬＡＮ－
ＰＳによって、ＷＬＡＮ測位システムは、その様な位置推定誤差の回避を促進する。更に
、ＳＰＳ受信機は、ＧＰＳクロック情報の高度に正確な測定を維持することができるので
、それらは、位置推定計算ではノイズ比（ＳＮＲ）値よりも比較的低い信号で作動するこ
とができる。ＳＰＳ受信機によるＳＰＳタイミング維持は、衛星から受信された信号の時
間の不確定要素を減らす。従って、ノイズから信号を引き出すことはより容易であり、Ｓ
ＰＳ受信機は、ＳＰＳ信号の観点から、より弱い信号を検出し、より厳しい位置で作動す
ることができる。従って、方法の態様は、ＳＰＳ受信機が、そのような望ましいＳＰＳ信
号状態を下回る区域で作動することを可能にする。
【０１７０】
　本開示の別の実施形態は、初期のタイミング及び位置情報をＳＰＳ受信機に提供するこ
とでＳＰＳ受信機推定の精度を高めるために、ＷＬＡＮ地方自治体ネットワークを使用す
ることに関している。ＷＬＡＮ地方自治体ネットワークは、ＷＬＡＮ技術を用いて無線接
続を提供するために、市の役人によって又はその管理下で市に設置される市全域に及ぶＷ
ＬＡＮネットワークである。ＷＬＡＮ地方自治体ネットワークデータを用いてＳＰＳ受信
機の位置推定精度を改良する方法及びシステムの態様は、以下の項目から構成される。
【０１７１】
　ＧＰＳクロック情報を提供することによってＳＰＳ位置推定を支援するために、地方自
治体ＷＬＡＮアクセスポイントは、ＧＰＳクロックと同期化されなければならない。地方
自治体ネットワークのＷＬＡＮアクセスポイントは、以下の例証的な方法、（１）地方自
治体ネットワークの各ＷＬＡＮ　ＡＰは、ＧＰＳ無線信号からＧＰＳクロック情報を引き
出す装置を装備することができる、ＳＰＳを使用することができるＷＬＡＮ　ＡＰの使用
、（２）ＧＰＳクロック情報は、１か所で引き出され、その後地方自治体ネットワークの
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全てのＷＬＡＮ　ＡＰに分配されることができる、同期化される集権的クロック分配エン
ティティの使用及び（３）ＷＬＡＮ　ＡＰの高品質発振器の使用、の内の１つを用いるこ
とでＧＰＳクロックと同期化することができる。発振器は時間を測定し、ＧＰＳクロック
との同期化を維持するために使用されている。ＷＬＡＮ　ＡＰ発振器の品質がＳＰＳ受信
機の発振器よりも高い限り、ＷＬＡＮ　ＡＰによって提供されるタイミングは、ＳＰＳ受
信機よりも高くなるであろう。従って、ＳＰＳ受信機は、内部クロックを使用するよりも
良好にタイミングを維持するために、ＷＬＡＮ　ＡＰを使用することができる。ＧＰＳク
ロック情報を引き出す単一のモジュール（ここでは「クロック分配エンティティ」）は、
ＧＰＳクロック情報を引き出し、その後、ネットワークの全てのＷＬＡＮアクセスポイン
トにタイミングを提供する唯一のユニット及び唯一の位置である。
【０１７２】
　更に、ＷＬＡＮ受信機がＳＰＳ受信機に統合される場合、ＳＰＳ受信機は、ＷＬＡＮ地
方自治体ネットワークのＷＬＡＮアクセスポイントから受信された信号からタイミング情
報を引き出すためにＷＬＡＮ受信機を使用することができる。初期タイミングをＳＰＳ受
信機に提供する着想は、ＷＬＡＮ地方自治体ネットワークに関して説明されてきたが、そ
れは、ＧＰＳクロックに同期化されるどのようなＷＬＡＮネットワークにも適用すること
ができる。
【０１７３】
　本発明の説明及び実施形態を検討すれば、本発明の本質から逸脱すること無く本発明を
実現する中で修正及び均等な置き換えを行うことができることは、当業者には理解頂ける
であろう。従って、本発明は、上文で明示的に説明した実施形態によって制限されるよう
に意図されてはおらず、本発明はこの後の特許請求の範囲によってのみ制限される。更に
、開示される実施形態の特徴は、追加的な実施形態を作り出すために本発明の範囲の中で
組み合わせる、再配置するなどを行うことができる。
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