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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の測位衛星から送られてくる測位情報を受信する受信手段と、
　この受信手段により受信された複数の測位情報に基づき自己位置を計測する計測手段と
、
　時刻をカウントするとともに、前記受信手段の受信動作終了時の前記測位情報の受信タ
イミングとの同期を確保するタイミング保持カウンターと、
　前記計測手段により前回自己位置が計測された時点から所定時間内における、前記受信
手段の受信動作開始時の前記測位情報の受信タイミングを、前記タイミング保持カウンタ
ーのタイミングに同期させる制御手段と、
　前記計測手段による計測動作に伴い前記受信手段が前記測位情報の受信を試行するとき
、前記測位情報の受信タイミングを補正する補正手段と、
　この補正手段により補正される各試行時の受信タイミングの補正量を前回の計測動作終
了時からの経過時間の長さに応じて設定する設定手段と、
　を備えたことを特徴とする測位装置。
【請求項２】
　複数の測位衛星から送られてくる測位情報を受信する受信手段と、
　この受信手段により受信された複数の測位情報に基づき自己位置を計測する計測手段と
、
　時刻をカウントするとともに、前記受信手段の受信動作終了時の前記測位情報の受信タ
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イミングとの同期を確保するタイミング保持カウンターと、
　前記計測手段により前回自己位置が計測された時点から所定時間内における、前記受信
手段の受信動作開始時の前記測位情報の受信タイミングを、前記タイミング保持カウンタ
ーのタイミングに同期させる制御手段と、
　前記計測手段による計測動作に伴い前記受信手段が前記測位情報の受信を試行するとき
、前記測位情報の受信タイミングを補正する補正手段と、
　この補正手段により補正される受信タイミ　ングの補正幅を前回の計測動作終了時から
の経過時間の長さに応じて設定する設定手段と、
　を備えたことを特徴とする測位装置。
【請求項３】
　複数の測位衛星から送られてくる測位情報を受信する受信手段と、
　この受信手段により受信された複数の測位情報に基づき自己位置を計測する計測手段と
、
　時刻をカウントするとともに、前記受信手段の受信動作終了時の前記測位情報の受信タ
イミングとの同期を確保するタイミング保持カウンターと、
　前記計測手段により前回自己位置が計測された時点から所定時間内における、前記受信
手段の受信動作開始時の前記測位情報の受信タイミングを、前記タイミング保持カウンタ
ーのタイミングに同期させる制御手段と、
　前記計測手段による計測動作に伴い前記受信手段が前記測位情報の受信を試行するとき
、その試行回数を、前回の計測動作終了時からの経過時間の長さに応じて制御する試行回
数制御手段と、
　を備えたことを特徴とする測位装置。
【請求項４】
　複数の測位衛星から送られてくる測位情報を受信する受信ステップと、
　この受信ステップにより受信された複数の測位情報に基づき自己位置を計測する計測ス
テップと、
　時刻をカウントするとともに、前記受信ステップの受信動作終了時の前記測位情報の受
信タイミングとの同期を確保するタイミング同期ステップと、
　前記計測ステップにより前回自己位置が計測された時点から所定時間における、前記受
信ステップの受信動作開始時の前記測位情報の受信タイミングを、前記タイミング同期ス
テップのタイミングに同期させる制御ステップと、
　前記計測ステップによる計測動作に伴い前記受信ステップが前記測位情報の受信を試行
するとき、前記測位情報の受信タイミングを補正する補正ステップと、
　この補正ステップにより補正される各試行時の受信タイミングの補正量を前回の計測動
作終了時からの経過時間の長さに応じて設定する設定ステップと、
　を備えたことを特徴とする測位情報受信方法。
【請求項５】
　複数の測位衛星から送られてくる測位情報を受信する受信ステップと、
　この受信ステップにより受信された複数の測位情報に基づき自己位置を計測する計測ス
テップと、
　時刻をカウントするとともに、前記受信ステップの受信動作終了時の前記測位情報の受
信タイミングとの同期を確保するタイミング同期ステップと、
　前記計測ステップにより前回自己位置が計測された時点から所定時間内における、前記
受信ステップの受信動作開始時の前記測位情報の受信タイミングを、前記タイミング同期
ステップのタイミングに同期させる制御ステップと、
　前記計測ステップによる計測動作に伴い前記受信ステップが前記測位情報の受信を試行
するとき、前記測位情報の受信タイミングを補正する補正ステップと、
　この補正ステップにより補正される受信タイミ　ングの補正幅を前回の計測動作終了時
からの経過時間の長さに応じて設定する設定ステップと、
　を備えたことを特徴とする測位情報受信方法。
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【請求項６】
　複数の測位衛星から送られてくる測位情報を受信する受信ステップと、
　この受信ステップにより受信された複数の測位情報に基づき自己位置を計測する計測ス
テップと、
　時刻をカウントするとともに、前記受信ステップの受信動作終了時の前記測位情報の受
信タイミングとの同期を確保するタイミング同期ステップと、
　前記計測ステップにより前回自己位置が計測された時点から所定時間内における、前記
受信ステップの受信動作開始時の前記測位情報の受信タイミングを、前記タイミング同期
ステップのタイミングに同期させる制御ステップと、
　前記計測ステップによる計測動作に伴い前記受信ステップが前記測位情報の受信を試行
するとき、その試行回数を、前回の計測動作終了時からの経過時間の長さに応じて制御す
る試行回数制御ステップと、
　を備えたことを特徴とする測位情報受信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＧＰＳ衛星等の測位衛星から送信される電波を受信し自己位置を検出する測位
装置及び測位情報受信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ＧＰＳによる位置計測に用いる測位装置では、複数のＧＰＳ衛星から送られるエフ
ェメリス、アルマナック等の航法信号すなわち測位情報を受信することにより、自己位置
が計測可能となる。なお、エフェメリスは送信元の衛星自身の軌道情報や時計の補正情報
などのデータであり、アルマナックは全ての衛星の概略軌道に関するデータである。ここ
で、各測位衛星からの送信データを受信するためには、受信時に、各衛星からのデータの
送信タイミングに受信タイミングを同期させる、つまり衛星を捕捉する必要があるが、前
記送信タイミングは、ＧＰＳ衛星や測位装置が常に移動していることから常に変化してい
る。これに対し、例えばＧＰＳを用いたカーナビゲーション装置では毎秒位置を更新して
いるため、前記タイミングの変化にある程度までは追随して同期できるようになっている
。つまり車速のＭＡＸと考えられる数１００Ｋｍ／ｈ程度の速度での移動までは、一旦送
信タイミングに同期することにより、次回はお互いの移動による最大のズレ分を補正する
ことによって常に同期がとれるようになっている。言い換えると、一旦位置計測を開始し
たら継続して計測動作を行うようになっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、カーナビゲーション装置のように、毎秒位置を更新している、つまり毎秒
衛星を捕捉することができる測位装置と異なり、携帯性を持たせた例えば腕時計型の測位
装置を考えると、使用時には地形、障害物等の影響を受けやすく、測位情報を受信するこ
とができない状況下にある場合が多い。したがって、そのような測位装置では、位置計測
を行う毎に航法信号の送信タイミングに受信タイミングを同期させ航法信号を受信する（
衛星を捕捉する）必要が生じ、位置計測に時間がかかるという問題がある。また、位置計
測には、比較的大きな電力を要するため、電源となる電池の寿命が短くなる原因ともなる
。
【０００４】
本発明は、かかる従来の課題に鑑みてなされたものであり、測位情報を継続して受信する
ことができない状況下でも、短時間での位置計測が可能となる測位装置及び測位情報受信
方法を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するために請求項１の受信装置にあっては、
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　複数の測位衛星から送られてくる測位情報を受信する受信手段と、
　この受信手段により受信された複数の測位情報に基づき自己位置を計測する計測手段と
、
　時刻をカウントするとともに、前記受信手段の受信動作終了時の前記測位情報の受信タ
イミングとの同期を確保するタイミング保持カウンターと、
　前記計測手段により前回自己位置が計測された時点から所定時間内における、前記受信
手段の受信動作開始時の前記測位情報の受信タイミングを、前記タイミング保持カウンタ
ーのタイミングに同期させる制御手段と、
　前記計測手段による計測動作に伴い前記受信手段が前記測位情報の受信を試行するとき
、前記測位情報の受信タイミングを補正する補正手段と、
　この補正手段により補正される各試行時の受信タイミングの補正量を前回の計測動作終
了時からの経過時間の長さに応じて設定する設定手段と、
　を備えたことを特徴とする。
【０００６】
　請求項１の測位装置によれば、計測手段による自己位置の計測が一度行われると、それ
以後の所定時間内における再計測時には、タイミング保持カウンターに保持されていた前
回の自己位置の計測時における受信タイミングを起点として複数の測位衛星から送られて
くる測位情報の受信動作が行われる。したがって、再計測を開始した時点における測位情
報の受信タイミングと送信タイミングとのずれが少ないため、再計測時における測位衛星
の捕捉作業を短時間に行うことができる。
　そればかりでなく、計測手段による計測動作に伴い受信手段が測位情報の受信を試行す
るとき、測位情報の受信タイミングを補正し、この補正された各試行時の受信タイミング
の補正量を前回の計測動作終了時からの経過時間の長さに応じて設定することができる。
このために、再計測時には、その時々の受信状態により適した測位情報の効率的な受信試
行を行うことができる。
【００１２】
　また、請求項２の測位装置にあっては、
　複数の測位衛星から送られてくる測位情報を受信する受信手段と、
　この受信手段により受信された複数の測位情報に基づき自己位置を計測する計測手段と
、
　時刻をカウントするとともに、前記受信手段の受信動作終了時の前記測位情報の受信タ
イミングとの同期を確保するタイミング保持カウンターと、
　前記計測手段により前回自己位置が計測された時点から所定時間内における、前記受信
手段の受信動作開始時の前記測位情報の受信タイミングを、前記タイミング保持カウンタ
ーのタイミングに同期させる制御手段と、
　前記計測手段による計測動作に伴い前記受信手段が前記測位情報の受信を試行するとき
、前記測位情報の受信タイミングを補正する補正手段と、
　この補正手段により補正される受信タイミ　ングの補正幅を前回の計測動作終了時から
の経過時間の長さに応じて設定する設定手段と、
　を備えたことを特徴とする。
　かかる構成によれば、再計測時に、その時々の受信状態により適した測位情報の効率的
な受信試行を行うことができる。
【００１３】
　また、請求項３の測位装置にあっては、
　複数の測位衛星から送られてくる測位情報を受信する受信手段と、
　この受信手段により受信された複数の測位情報に基づき自己位置を計測する計測手段と
、
　時刻をカウントするとともに、前記受信手段の受信動作終了時の前記測位情報の受信タ
イミングとの同期を確保するタイミング保持カウンターと、
　前記計測手段により前回自己位置が計測された時点から所定時間内における、前記受信
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手段の受信動作開始時の前記測位情報の受信タイミングを、前記タイミング保持カウンタ
ーのタイミングに同期させる制御手段と、
　前記計測手段による計測動作に伴い前記受信手段が前記測位情報の受信を試行するとき
、その試行回数を、前回の計測動作終了時からの経過時間の長さに応じて制御する試行回
数制御手段と、
　　を備えたことを特徴とする。
　かかる構成によれば、再計測時には、その時々の受信状態により適した測位情報の効率
的な受信試行を行うことができる。
【００１４】
　請求項４、５、６の方法によれば、請求項１，２，３の測位装置の場合と同様な構成で
、同様な効果を奏することができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
（第１の実施の形態）
以下、本発明の一実施の形態を図にしたがって説明する。図１は、本発明かかる測位装置
の概略構成を示すブロック図である。なお、本実施の形態において測位装置は、電池を電
源として作動するとともに携帯性が確保された腕時計型のものを想定している。
【００１６】
すなわち、この測位装置は、時計部１とＧＰＳ部２とから構成されている。ＧＰＳ部２は
、本発明の受信手段を構成する部分であって、ＧＰＳ衛星からのＬ１帯の電波を受信する
ＧＰＳアンテナやＲＦ、Ａ／Ｄ等で構成された受信部３と、ＣＰＵ４、そのプログラムが
格納されたＲＯＭ５、主として受信した衛星データ等を保存するＲＡＭ６、及び受信電波
の解読を行うデコーダー等からなる信号処理部７とを有している。また、信号処理部７に
は、衛星データの受信時の受信タイミングを生成するとともに、原子時計並の精度で時刻
のカウントが可能な発信器を有するバイナリーカウンターである第１のカウンター８、及
びその値を記憶する第１のタイミングレジスタ９が接続されている。なお、第１のカウン
ター８は、そのカウント値が１秒周期でオール”０”となるものであり、また、第１のタ
イミングレジスタ９には、位置計測時に一度に捕捉するＧＰＳ衛星の数に応じて、８つの
カウント値が記憶できるようになっている。
【００１７】
一方、前記時計部１は、測位装置全体を制御するＣＰＵ１０、その制御プログラムが格納
されたＲＯＭ１１、主としてＣＰＵ１０のワーキグメモリとして用いられるＲＡＭ１２か
らなる制御部１３を備えている。なお、ＲＡＭ１２には、前回位置計測動作が終了された
時点の時刻等が記憶される。また、制御部１３には、第２のカウンター１４、第２のタイ
ミングレジスタ１５、測位装置の操作を行うための複数のスイッチが接続されたスイッチ
入力部１６、小型のＬＣＤ等からなるとともに、位置計測時の計測結果や電波の受信状況
を表示する表示部１７が接続されている。第２のカウンター１４、第２のタイミングレジ
スタ１５は、前記ＧＰＳ部２の第１のカウンター８、第１のタイミングレジスタ９と対を
なしており、それらにより本発明のタイミング保持カウンターが構成されている。また、
第２のタイミングレジスタ１５には、前述した８つのカウント値の他にも、通常の時刻を
示すカウント値が記憶されるようになっている。そして、前記時計部１には使用者の操作
と関係なく常に所定の電力が供給されるとともに、前記ＧＰＳ部２は、位置計測動作が行
われる時を除いて電源が切断される構成となっている。
【００１８】
次に、以上の構成からなる測位装置の動作を図２及び図３に示すフローチャートにより説
明する。すなわち、測位装置は、スイッチ入力部１６からの計測要求信号により位置計測
動作を開始し、先ず、時計部１の制御部１３がＧＰＳ部２を起動する（ステップＳＡ１）
。引き続き、前回位置計測動作が終了された時点からその時点までの経過時間（中断時間
）が、所定の許容時間（本実施の形態では３０分～１時間程度を想定している。）よりも
長いか否かを判断し（ステップＳＡ２）、それより長い場合には、ＧＰＳ部２の第１のカ
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ウンター８をリセットした後（ステップＳＡ３）、新規計測処理を開始する（ステップＳ
Ａ４）。これに伴い、ＧＰＳ部２においては、受信部３がＧＰＳ衛星からの電波を受信、
復調しデジタル信号に変換するとともに、その信号を信号処理部７へ送り、信号処理部７
が、送られた信号から各ＧＰＳ衛星の信号の分類と、絶対時刻（ＧＰＳ時刻）等のデータ
を取得するためのデータの先頭位置の検出を行うといった、通常の各ＧＰＳ衛星毎のデー
タ解析作業つまり衛星の捕捉を行う。そして、衛星の捕捉ができたら前記データの先頭位
置と、そのデータの送信元の衛星と、その衛星の絶対位置とに基づき自己位置を計算する
位置計測を行う。
【００１９】
ここで、衛星の捕捉を全くできず、又は位置計測に必要な数、例えば３以上の衛星数が捕
捉できず、位置計測に失敗したときには（ステップＳＡ５でＮＯ）、失敗回数すなわち試
行回数が所定回数Ｎとなるまでは（ステップＳＡ６でＹＥＳ）、ＧＰＳ部２の第１のカウ
ンター８のカウント値（第１のタイミングレジスタ９の値）を補正した後、計測を試行す
る（ステップＳＡ７）。つまり受信タイミングを補正しつつ受信動作を繰り返し行う。そ
して、この間に位置計測の失敗回数が所定回数Ｎとなった場合には（ステップＳＡ６でＮ
Ｏ）、時計部１の表示部１７に計測不能を示すメッセージを表示する等のエラー処理を行
い（ステップＳＡ８）、ＧＰＳ部２への電源を切断した後（ステップＳＡ１２）、計測を
終了する。
【００２０】
また、上記の計測試行中に位置計測ができると（ステップＳＡ５でＹＥＳ）、その時点に
おける前記第１のカウンター８のカウントタイミングに、時計部１の第２のカウンター１
４のカウントタイミングを同期させる受信タイミングの保存処理を行う（ステップＳＡ９
～ＳＡ１１）。具体的には、第１のカウンター８のカウントが全て”０”となったタイミ
ングで、ＧＰＳ部２が信号処理部７の端子Ａから”Ｈ”を出力する。時計部１側では、制
御部１３の端子Ａの入力が”Ｌ”から”Ｈ”に変わったことに応じて第２のカウンター１
４のカウントＵＰを開始する。そして、かかる受信タイミングの保存処理が終わると、計
測結果を表示部１７に表示するとともにＧＰＳ部２への電源を切断し（ステップＳＡ１２
）、計測を終了する。
【００２１】
一方、以上の処理が行われた後に再び位置計測動作を開始してＧＰＳ部２を起動したとき
（ステップＳＡ１）、前回位置計測動作が終了した時点からの経過時間が所定の許容時間
以内であった場合には（ステップＳＡ２でＮＯ）、ＧＰＳ部２における第１のカウンター
８のカウントタイミングを、その時点における時計部１の第２のカウンター１４のカウン
トタイミングに同期させる受信タイミングの呼び出し処理を行う（ステップＳＡ１３～Ｓ
Ａ１５）。具体的には、時計部１の制御部１３が、第２のタイミングレジスタ１５のカウ
ントデータを送信する旨のコマンドを端子ＴＤからＧＰＳ部２の信号処理部７へ出力した
後、カウントデータを信号処理部７へ転送する。これに応じてＧＰＳ部２では、信号処理
部７が、送られたカウントデータを第１のタイミングレジスタ９に書き込む。次に、カウ
ントを続けている第２のカウンター１４のカウントが全て”０”となった瞬間に、制御部
１３が端子Ｂの出力を”Ｌ”から”Ｈ”にする。すると信号処理部７は、端子Ｂの入力が
”Ｌ”から”Ｈ”に変わったことに応じて即座に第１のカウンター８を全て”０”にリセ
ットする。これに伴い、第１のカウンター８が全て”０”の状態からカウントＵＰを再開
する。これによって、ＧＰＳ部２においてはＧＰＳ衛星の捕捉作業に要する受信タイミン
グが、前回位置計測を終了した時点と同様となる。
【００２２】
しかる後、制御部１３が、位置計測を開始する旨のコマンドを端子ＴＤからＧＰＳ部２の
信号処理部７へ出力することにより、再計測処理を開始し（ステップＳＡ１６）、これ以
後は、前述したステップＳＡ５～ＳＡ１２の処理を行う。すなわち、ＧＰＳ部２において
は、前回位置計測を終了した時点と同様の受信タイミングを起点として、衛星の捕捉作業
が試行されることとなる。しかも、このとき前回位置計測を終了した時点からの経過時間
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は前述した許容時間内であるため、自己の移動距離も短く、実際のＧＰＳ衛星におけるデ
ータの送信タイミングと、ＧＰＳ部２における受信タイミングとのズレ幅は小さいことが
予想され、かつ電波の受信環境の変化も少ない場合が多いことが予想される。したがって
、ほとんど場合、再計測処理における衛星の捕捉作業を、前述した前回の新規計測処理に
比べ短時間で行うことができる。
【００２３】
つまり、本実施の形態においては、前回の位置計測時からの経過時間が、所定の許容時間
内であれば、位置計測を短時間で行うことが可能となる。しかも、位置計測時に主として
衛星の捕捉作業に要する電力を節約することができることから、電池の寿命を延ばすと同
時に電池つまりは装置の小型化が可能となる。なお、以上の説明においては、使用者の操
作に応じて位置計測を行う場合を想定したが、例えば、前述した許容時間よりも短いある
時間毎に自動的に位置計測を行う場合においても、上記と同様の理由により同様の効果を
得ることができる。
【００２４】
（第２の実施の形態）
次に、本発明にかかる第２の実施の形態について説明する。この実施の形態は、図１に示
した測位装置が、前記ＧＰＳ部２のＲＡＭ６に記憶される受信した衛星データが、次回の
位置計測時まで保存されるか、又はそれと同一のデータが時計部１のＲＡＭ１２にも記憶
される構成を有するとともに、前述した計測処理中に、図３に示した動作に代えて図４に
示した動作を行わせるものである。
【００２５】
すなわち、前述した再計測処理において受信動作を繰り返し行う間に、位置計測の失敗回
数が所定回数Ｎとなったら（ステップＳＡ６でＮＯ）、引き続き、その時点で２つ以上の
衛星が捕捉できているか否かを判断する（ステップＳＡ２１）。ここで、２つ以上の衛星
が捕捉できていなければ、第１の実施の形態と同様にステップＳＡ８へ進みエラー処理を
行う。また、２つ以上の衛星が捕捉できていた場合には（ステップＳＡ２１でＹＥＳ）、
引き続き、前回計測時からの経過時間が短いか否かを、事前に決めておいた所定の判断基
準（但し、前述した再計測処理を行う許容時間よりも短い時間である。）に従い判断し（
ステップＳＡ２２）、それが長ければステップＳＡ８へ進みエラー処理を行う。一方、前
回計測時からの経過時間が短ければ、前回の位置計測時に捕捉できるとともに、ＲＡＭ６
（又はＲＡＭ１２）に記憶されている衛星の受信データを、実際に捕捉できた衛星の受信
データに加えることにより、必要な衛星数の捕捉ができたと仮定し、擬似的な位置計測処
理を行う（ステップＳＡ２３）。しかる後、前述したステップＳＡ９～ＳＡ１２の処理を
行い、位置計測処理を終了する。
【００２６】
つまり、本実施の形態において、測位装置が専ら使用者が歩行している場合に使用される
ものとすれば、山や林のように障害物が存在する状況下で位置計測が行われることが多い
と予想され、また短時間での移動距離も短いことから、前回計測時からの経過時間が短時
間である場合には、推定ではあるが、さほど大きな誤差が含まれていない位置を算出する
ことができる。
【００２７】
（第３の実施の形態）
次に、本発明にかかる第３の実施の形態について説明する。この実施の形態は第１の実施
の形態と同様の構成を備えた測位装置において、位置計測時に、図２で既説した動作に続
いて図５に示した動作を行うものである。
【００２８】
すなわち、図５に示すように、前述した動作（図２参照）によって再計測処理を開始する
と、先ず前回計測時からの経過時間が短いか否かを、事前に決めておいた所定の判断基準
（但し前述した再計測処理を行う許容時間よりも短い時間である。）に従い判断する（ス
テップＳＢ１）。そして、長い場合にはカウンター補正モードとして通常モードを設定し
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（ステップＳＢ２）、短い場合にはカウンター補正モードとして繰り返しモードを設定し
（ステップＳＢ３）、設定した補正モードに従ってＧＰＳ部２の第１のカウンター８のカ
ウント値を補正しつつ、つまり受信タイミングを補正しつつ受信動作を繰り返し行う（ス
テップＳＢ４、ＢＳ５、ＳＢ６でＹＥＳ）。
【００２９】
ここで、前述した通常モードと繰り返しモードとの違いについて説明する。通常モードは
、第１及び第２の実施の形態で示したものと同様に、逐次受信タイミングを変化させる補
正である。また、繰り返しモードは、受信試行回数が所定回数となる毎に受信タイミング
を変化させる補正である。したがって、前回計測時との時間差が僅かであっても、つまり
受信タイミングのズレが僅かであっても、受信環境の影響によって受信に失敗する場合、
例えば林の中のよう木々に遮られていたような場合にあっては木々の僅かな動きで受信が
可能となるが、そうした場合、前記繰り返しモードが設定されることによって、同一の受
信タイミングで複数回受信が試行されることにより短時間で受信ができることとなる。
【００３０】
なお、前記受信動作を繰り返し行う間に、第１のカウンター７のカウント値の補正回数（
受信試行回数）が所定回数Ｎを越えたとき（ステップＳＢ６でＮＯ）、つまり所定範囲の
全域で受信タイミングを変えても計測ができなかったときには、エラー処理を行った後（
ステップＳＢ７）、ステップＳＢ１１へ進む。また、前記受信動作を繰り返し行う間に計
測ができれば（ステップＳＢ５でＹＥＳ）、第１の実施の形態で説明したステップＳＡ９
～ＳＡ１２と同様の処理を行い（ステップＳＢ８～ＳＢ１１）、計測処理を終了する。
【００３１】
（その他の実施の形態）
また、前述した第３の実施の形態と異なり、１回の計測動作時において、前述した受信試
行回数を図６に示したように制御させてもよい。すなわち、前回計測時からの経過時間が
短い場合には（ステップＳＣ１でＹＥＳ）、試行回数を多くし（ステップＳＣ２）、経過
時間が長い場合には（ステップＳＣ１でＮＯ）、試行回数を少なくする（ステップＳＣ３
）。かかる制御を行う場合には、以下のような利点がある。すなわち、前回計測時からの
経過時間がある程度長い（但し、前述した再計測処理を行う許容時間よりも短い時間であ
る。）場合には、例えば使用者が車等で移動することにより、前回計測時から大きく移動
している可能性が大きいが、そうした場合には、前記制御により再計測処理を速やかに終
了して、直ちに通常の新規計測処理を行うこととなる。したがって、その時々の受信状態
により適した効率的な受信試行が行えるため、計測時間がさらに短時間で行えることとな
る。なお、以上の制御においては、前記受信試行回数を前回計測時からの経過時間に比例
して増減させた方が、その時々の状態により一層適した効率的な受信試行が行える。
【００３２】
また、これとは別に、１回の計測動作時において、第１のカウンター８のカウント値の補
正を行うとき（受信タイミングのズレ幅を変えるとき）、一度の補正量（ズレ幅）を図７
に示したように制御させてもよい。すなわち、前回計測時からの経過時間が短い場合には
（ステップＳＤ１でＹＥＳ）、各々の補正量（ズレ幅）を小さくし、経過時間が長い場合
には（ステップＳＤ１でＮＯ）、各々の補正量（ズレ幅）を大きくする（ステップＳＤ３
）。かかる制御を行う場合には、以下のような利点がある。すなわち、経過時間が短いと
きには、前回計測時からの移動距離が小さい場合が多く、その場合には、補正量を小さく
することによって、単位時間当たりの計測試行回数を増やすことができるため、計測に成
功する確率が高くなる。逆に、経過時間が長いときには、前回計測時からの移動距離が大
きい場合が多く、その場合には、補正量を大きくすることにより、結果として試行回数が
少なくなり、直ちに通常の新規計測処理に移行することとなる。したがって、その時々の
受信状態により適した効率的な受信試行が行えるため、計測時間がさらに短時間で行える
こととなる。なお、以上の制御においては、前述した一度の補正量（ズレ幅）を前回計測
時からの経過時間に比例して増減させた方が、その時々の状態により一層適した効率的な
受信試行が行える。
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【００３３】
また、１回の計測動作時において、第１のカウンター８のカウント値の補正を行うとき（
受信タイミングのズレ幅を変えるとき）、その全体の補正幅を、図８に示したように制御
させてもよい。すなわち、前回計測時からの経過時間が短い場合には（ステップＳＥ１で
ＹＥＳ）、補正幅を狭くし（ステップＳＥ２）、前回計測時からの経過時間が長い場合に
は（ステップＳＥ１でＮＯ）、広くする（ステップＳＥ３）。かかる制御を行えば、前回
計測時からの移動距離が小さい場合、つまり受信タイミングのズレ幅が小さいと予想され
る場合には補正幅を狭めることにより、より速く受信タイミングを送信タイミングに同期
させることができる。したがって、その時々の受信状態により適した効率的な受信試行が
行えるため、計測時間がさらに短時間で行えることとなる。なお、以上の制御においては
、前述した全体の補正幅を前回計測時からの経過時間に比例して増減させた方が、その時
々の状態により一層適した効率的な受信試行が行える。
【００３４】
さらに、フローチャートには示さないが、前述した再計測処理及び新規計測処理において
も位置計測ができない時間が予め決められた時間以上となった場合には、時計部１のＣＰ
Ｕ９によって、一旦前記ＧＰＳ部２への電源を切断する制御を行わせるとともに、それ以
後は、一定時間毎（例えば１分毎）に自動的に、前述した計測処理を行わせる構成として
も良い。その場合においては、測位装置の使用者が、例えば山陰やトンネルのようにＧＰ
Ｓ衛星からの電波が全く受信できないような環境にいる間に電池が無駄に消費されること
を防止することができる。しかも、受信環境が良好な場所に移動した際には、前述した再
計測処理によって位置計測を短時間で行うことが可能となり、便利である。
【００３５】
【発明の効果】
　以上説明したように、請求項１の受信装置によれば、受信された複数の測位情報に基づ
き自己位置が計測された時点から所定時間内における受信動作開始時の測位情報の受信タ
イミングを、タイミング保持カウンターのタイミングに同期させることができる一方で、
受信手段が測位情報の受信を試行するとき、測位情報の受信タイミングを補正し、この補
正された各試行時の受信タイミングの補正量を前回の計測動作終了時からの経過時間の長
さに応じて設定することができる。このために、自己位置の計測が一度行われた後の所定
時間内における再計測時には、測位衛星の捕捉作業が短時間に行えることができ、よって
、測位情報を継続して受信することができない状況下でも、短時間での位置計測が可能と
なる。同時に、測位衛星の捕捉作業が短時間に行えることにより、装置の省電力化及び小
型化を図ることが可能となる。
【００３６】
　請求項２の受信装置によれば、測位情報の受信を試行するとき、その試行回数を、前回
の計測動作終了時からの経過時間の長さに応じて制御することができる。よって、再計測
時には、その時々の受信状態により適した測位情報の効率的な受信試行を行うことができ
る。
　請求項３の測位装置によれば、測位情報の受信を試行するとき、その試行回数を、前回
の計測動作終了時からの経過時間の長さに応じて制御することができる。よって、再計測
時には、その時々の受信状態により適した測位情報の効率的な受信試行を行うことができ
る。
　このために、測位衛星の捕捉作業がさらに短縮され、より短時間での位置計測が可能と
なる。
【００３７】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示す測位装置のブロック図である。
【図２】同実施の形態の位置計測処理にかかる動作を示すフローチャートである。
【図３】図２に続くフローチャートである。
【図４】本発明の第２の実施の形態を示す図３に対応するフローチャートである。
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【図５】本発明の第３の実施の形態を示す図３に対応するフローチャートである。
【図６】本発明の他の実施の形態にかかる試行回数制御処理を示すフローチャートである
。
【図７】本発明の他の実施の形態にかかるカウンターの補正量制御処理を示すフローチャ
ートである。
【図８】本発明の他の実施の形態にかかるカウンターの補正幅制御処理を示すフローチャ
ートである。
【符号の説明】
１　　時計部
２　　ＧＰＳ部
３　　受信部
７　　信号処理部
８　　第１のカウンター
９　　第１のタイミングレジスタ
１２　　ＲＡＭ
１３　　制御部
１４　　第２のカウンター
１５　　第２のタイミングレジスタ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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