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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カメラを具備する移動体デバイス中で画像に地理的タグ付けする方法において、
　前記方法は、
　１つ以上の画像を取り込むことと、
　１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータのうちの少なくとも１つを
受信することと、
　前記１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータを使用して、前記１つ
以上の画像を取り込むことに関していつポジションが決定されるかを決定することと、
　衛星信号および／またはワイヤレスネットワーク信号を検出しようと試行することと、
　前記衛星信号および／またはワイヤレスネットワーク信号を、しきい値と比較すること
と、
　前記衛星信号および／またはワイヤレスネットワーク信号の前記比較に基づいて、ポジ
ション決定のモードを選択することと、
　前記ポジション決定のモードを利用して、前記ポジションを決定することと、
　前記決定したポジションを前記１つ以上の画像にタグ付けすることとを含み、
　前記１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータを使用して、１つ以上
の画像を取り込むことに関していつポジションが決定されるかを決定することは、
　前記１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータの第１の値に応答して
、前記１つ以上の画像を取り込んだ後に前記ポジションを決定することと、
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　前記１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータの第２の値に応答して
、前記１つ以上の画像を取り込む前に前記ポジションを決定することと、
　前記１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータの第３の値に応答して
、前記１つ以上の画像を取り込むのと同時に前記ポジションを決定することとを含む方法
。
【請求項２】
　前記１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータのうちの少なくとも１
つをユーザによってコンフィギュレーションすることをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータの第４の値は、画像ご
とに１度、前記ポジションを決定する動作が生じることを示し、
　前記１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータの第５の値は、１組の
画像に対して１度、前記ポジションを決定する動作が生じることを示す請求項１記載の方
法。
【請求項４】
　前記ポジションを決定することは、ポジションのシーケンスに依存する請求項１記載の
方法。
【請求項５】
　前記ポジションを決定することは、ポジションのシーケンスの補間からなる請求項１記
載の方法。
【請求項６】
　前記ポジションを決定することは、
　スタンドアローンＳＰＳモードと、
　支援ＳＰＳモードと、
　ネットワーク情報モードと、
のうちの選択された１つに基づいて前記ポジションを決定することを含む請求項１記載の
方法。
【請求項７】
　前記スタンドアローンＳＰＳモードは、第１のしきい値を満たすＳＰＳ信号に基づいて
選択され、
　前記支援ＳＰＳモードは、前記第１のしきい値よりも低い第２のしきい値を満たす前記
ＳＰＳ信号に基づいて、そしてネットワーク情報の利用可能性にさらに基づいて選択され
、
　前記ネットワーク情報モードは、前記第２のしきい値を満たさない前記ＳＰＳ信号に基
づいて、そして前記ネットワーク情報の前記利用可能性にさらに基づいて選択される請求
項６記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のしきい値は、前記ＳＰＳ信号の品質を示す請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のしきい値は、前記ＳＰＳ信号の量を示す請求項７記載の方法。
【請求項１０】
　前記ネットワーク情報は、セルの識別子を含む請求項７記載の方法。
【請求項１１】
　前記ネットワーク情報は、アクセスポイントの識別子を含む請求項７記載の方法。
【請求項１２】
　前記１つ以上の画像を取り込むことは、
　ポジションの以前の決定を中断することと、
　メモリに対して１つ以上の画像を取り込むことと、
　前記ポジションを決定することを開始することとを含む請求項１記載の方法。
【請求項１３】
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　前記ポジションを決定するのに失敗することと、
　位置は入手不可能であることを決定することと、
　アイドル状態に入ることと、
　スタンプ付けされていない画像の存在に基づいて、前記アイドル状態をタイムアウトす
ることとをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　ロケーション位置をリフレッシュするために、アイドル状態をタイムアウトすることを
さらに含む請求項１記載の方法。
【請求項１５】
　未使用のロケーション位置をリフレッシュするために、アイドル状態をタイムアウトす
ることをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　前記ポジションを決定することは、地上基地局にそれぞれ関係する複数のロケーション
を重み付けすることを含む請求項１記載の方法。
【請求項１７】
　前記移動体デバイスは、セルラ電話機をさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項１８】
　前記移動体デバイスは、パーソナルナビゲーションデバイスをさらに含む請求項１記載
の方法。
【請求項１９】
　前記１つ以上の画像は、１つ以上のビデオ画像を含む請求項１記載の方法。
【請求項２０】
　前記１つ以上の画像は、１つ以上のオーディオトラックを含む請求項１記載の方法。
【請求項２１】
　前記１つ以上の画像は、１つ以上の静止画像を含む請求項１記載の方法。
【請求項２２】
　前記決定したポジションを画像にタグ付けすることは、
　前記画像が取り込まれる前に決定された第１のポジションを前記画像にタグ付けするこ
とと、
　前記画像が取り込まれた後に決定された第２のポジションを前記画像に再タグ付けする
こととを含む請求項１記載の方法。
【請求項２３】
　前記決定したポジションを画像にタグ付けすることは、決定したポジションのシーケン
スを前記画像にタグ付けすることを含む請求項１記載の方法。
【請求項２４】
　カメラを具備し、画像に地理的タグ付けする移動体デバイスにおいて、
　前記デバイスは、
　１つ以上の画像を取り込む手段と、
　１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータのうちの少なくとも１つを
受信する手段と、
　前記１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータを使用して、前記１つ
以上の画像を取り込むことに関していつポジションが決定されるかを決定する手段と、
　衛星信号および／またはワイヤレスネットワーク信号を検出しようと試行する手段と、
　前記衛星信号および／またはワイヤレスネットワーク信号を、しきい値と比較する手段
と、
　前記衛星信号および／またはワイヤレスネットワーク信号の前記比較に基づいて、ポジ
ション決定のモードを選択する手段と、
　前記ポジション決定のモードを利用して、前記ポジションを決定する手段と、
　前記決定したポジションを前記１つ以上の画像にタグ付けする手段とを具備し、
　前記１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータを使用して、１つ以上
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の画像を取り込むことに関していつポジションが決定されるかを決定する手段は、
　前記１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータの第１の値に応答して
、前記１つ以上の画像を取り込んだ後に前記ポジションを決定する手段と、
　前記１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータの第２の値に応答して
、前記１つ以上の画像を取り込む前に前記ポジションを決定する手段と、
　前記１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータの第３の値に応答して
、前記１つ以上の画像を取り込むのと同時に前記ポジションを決定する手段とを備える移
動体デバイス。
【請求項２５】
　位置は入手不可能であることを決定する手段と、
　アイドル状態に入る手段と、
　スタンプ付けされていない画像の存在に基づいて、前記アイドル状態をタイムアウトす
る手段とをさらに具備する請求項２４記載の移動体デバイス。
【請求項２６】
　コンピュータ読み取り可能記憶媒体において、
　少なくとも１つのコンピュータによって実行されるときに、
　１つ以上の画像を取り込むための実行可能なコードと、
　１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータのうちの少なくとも１つを
受信するための実行可能なコードと、
　前記１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータを使用して、前記１つ
以上の画像を取り込むことに関していつポジションが決定されるかを決定するための実行
可能なコードと、
　衛星信号および／またはワイヤレスネットワーク信号を検出しようと試行するための実
行可能なコードと、
　前記衛星信号および／またはワイヤレスネットワーク信号を、しきい値と比較するため
の実行可能なコードと
　前記衛星信号および／またはワイヤレスネットワーク信号の前記比較に基づいて、ポジ
ション決定のモードを選択するための実行可能なコードと、
　前記ポジション決定のモードを利用して、前記ポジションを決定するための実行可能な
コードと、
　前記決定したポジションを前記１つ以上の画像にタグ付けするための実行可能なコード
とを含み、
　前記１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータを使用して、１つ以上
の画像を取り込むことに関していつポジションが決定されるかを決定するための実行可能
なコードは、
　前記１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータの第１の値に応答して
、前記１つ以上の画像を取り込んだ後に前記ポジションを決定するための実行可能なコー
ドと、
　前記１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータの第２の値に応答して
、前記１つ以上の画像を取り込む前に前記ポジションを決定するための実行可能なコード
と、
　前記１つ以上のユーザコンフィギュレーション可能なパラメータの第３の値に応答して
、前記１つ以上の画像を取り込むのと同時に前記ポジションを決定するための実行可能な
コードとを含むコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項２７】
　少なくとも１つのコンピュータによって実行されるときに、
　位置は入手不可能であることを決定するための実行可能なコードと、
　アイドル状態に入るための実行可能なコードと、
　スタンプ付けされていない画像の存在に基づいて、前記アイドル状態をタイムアウトす
るための実行可能なコードとをさらに含む請求項２６記載のコンピュータ読み取り可能な
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記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【関連技術の相互参照】
【０００１】
　該当なし。
【発明の背景】
【０００２】
　発明の分野
　本発明は、一般的に、位置特定に関し、さらに詳細には、ＧＰＳ使用可能移動局記録デ
バイスにおいてロケーション位置を画像にタグ付けすることに関する。
【０００３】
　発明の背景
　写真を位置特定するマッピングシステムの人気が高まり続けることで、信頼できて、強
固で、迅速で、正確な位置特定をカメラの機能とともに自動的に結び付ける、より多くの
製品を消費者は望むだろう。知られているＧＰＳ使用可能カメラは、それぞれの写真が取
り込まれた後にロケーション位置を決定する。これらのデバイスは、独立して動作する。
すなわち、カメラは日付タイムスタンプを提供し、そして、ＧＰＳデバイスは、スタンド
アローンＧＰＳを使用して、日付および時間とともにロケーションのログを取る。後続す
る処理は、２組のデータをＰＣ上でバッチ処理して、共通のタイムスタンプに基づいて写
真をロケーションと組み合わせる。ＧＰＳ使用可能カメラを使用してロケーション位置を
決定する際の遅延が、大幅であることがある。さらに、ＧＰＳ使用可能カメラは、そのユ
ーザのニーズに最も合うようにユーザによってコンフィギュレーション可能ではなく、そ
して、位置特定を支援するために、ワイヤレスネットワークから取得したデータを使用し
ない。音声およびデータコールを行うためにワイヤレスネットワークを使用するＧＰＳ使
用可能移動局もまた、より一般的になっている。ＦＣＣの９１１指令を満たすように、そ
して移動体のアプリケーションとユーザ対話とに対して拡張した機能性を提供するように
、このようなＧＰＳ使用可能移動局を採用している。このようなカメラおよび移動局は、
衛星のＧＰＳネットワークとワイヤレスネットワークとの組み合わせた特徴を組み込んで
おらず、画像を取り込むときにこの機能を利用しない。したがって、画像を取り込むとき
に使用する、これらの欠点のうちの１つ以上の欠点もない、よりフレキシブルで強固で位
置特定システムが存在する必要がある。
【０００４】
　概要
　本発明のいくつかの実施形態は、カメラを具備するデバイス中で画像に地理的タグ付け
する方法を提供する。方法は、画像を取り込むことと；衛星信号とワイヤレスネットワー
ク信号とを検出しようとする試行に基づいて、ポジションを決定することと；決定したポ
ジションを画像にタグ付けすることとを含む。
【０００５】
　本発明のいくつかの実施形態は、カメラを具備するデバイス中で画像に地理的スタンプ
付けする方法を提供する。方法は、衛星信号とワイヤレスネットワーク信号とを検出しよ
うとする試行に基づいて、ポジションを決定することと；ポジションを決定する動作の後
に、画像を取り込むことと；決定したポジションを画像にタグ付けすることとを含む。
【０００６】
　本発明のいくつかの実施形態は、カメラを具備するデバイス中で画像のバッチを地理的
スタンプ付けする方法を提供する。方法は、複数の画像を取り込むことと；複数の画像を
選択することと；衛星信号の検出と、ワイヤレスネットワーク信号の検出とに基づいて、
ポジションを決定することと；決定したポジションを複数の画像にタグ付けすることとを
含む。
【０００７】
　本発明のいくつかの実施形態は、カメラを具備し、画像に地理的タグ付けするデバイス
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提供する。デバイスは、画像を取り込む手段と；衛星信号とワイヤレスネットワーク信号
とを検出しようとする試行に基づいて、ポジションを決定する手段と；決定したポジショ
ンを画像にタグ付けする手段とを具備する。
【０００８】
　本発明のいくつかの実施形態は、カメラを具備し、画像のバッチを地理的スタンプ付け
するデバイスを提供する。デバイスは、複数の画像を取り込む手段と；複数の画像を選択
する手段と；衛星信号とワイヤレスネットワーク信号とを検出しようとする試行に基づい
て、ポジションを決定する手段と；決定したポジションを複数の画像にタグ付けする手段
とを具備する。
【０００９】
　本発明のいくつかの実施形態は、コンピュータ読み取り可能媒体を具備するコンピュー
タ読み取り可能プロダクトを提供する。コンピュータ読み取り可能媒体は、少なくとも１
つのコンピュータに実行させるためのコードと、画像を取り込むように少なくとも１つの
コンピュータに実行させるためのコードと；衛星信号とワイヤレスネットワーク信号とを
検出しようとする試行に基づいて、ポジションを決定するように少なくとも１つのコンピ
ュータに実行させるためのコードと；決定したポジションを画像にタグ付けするように少
なくとも１つのコンピュータに実行させるためのコードとを含む。
【００１０】
　本発明のいくつかの実施形態は、コンピュータ読み取り可能媒体を具備するコンピュー
タ読み取り可能プロダクトを提供する。コンピュータ読み取り可能媒体は、複数の画像を
取り込むように少なくとも１つのコンピュータに実行させるためのコードと、複数の画像
を選択するように少なくとも１つのコンピュータに実行させるためのコードと、衛星信号
とワイヤレスネットワーク信号とを検出しようとする試行に基づいて、ポジションを決定
するように少なくとも１つのコンピュータに実行させるためのコードと、決定したポジシ
ョンを複数の画像にタグ付けするように少なくとも１つのコンピュータに実行させるため
のコードとを含む。
【００１１】
　本発明の、これらおよび他の様態、特徴、および利点は、以下で記述する実施形態に対
する参照から明らかになるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
図面を参照して、ほんの一例として、本発明の実施形態を記述する。
【図１Ａ】図１Ａは、信号を移動局に提供する衛星ビークルを示している。
【図１Ｂ】図１Ｂは、ロケーション位置を画像にタグ付けするプロセスを示している。
【図２】図２は、ワイヤレスネットワークおよび衛星ビークルと通信している移動局を示
している。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、状態図を示している。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、真偽表を示している。
【図４】図４は、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、ロケーション位置を設定す
る手段を決定するフローチャートを示している。
【図５Ａ】図５Ａは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、スクリーンショットを
図示している。
【図５Ｂ】図５Ｂは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、スクリーンショットを
図示している。
【図６Ａ】図６Ａは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、移動局の通常の動作を
図示している時系列図を示している。
【図６Ｂ】図６Ｂは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、移動局の通常の動作を
図示している時系列図を示している。
【図６Ｃ】図６Ｃは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、移動局の通常の動作を
図示している時系列図を示している。
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【図６Ｄ】図６Ｄは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、移動局の通常の動作を
図示しているフローチャートを示している。
【図７Ａ】図７Ａは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、移動局の通常の動作を
図示している時系列図を示している。
【図７Ｂ】図７Ｂは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、移動局の通常の動作を
図示している時系列図を示している。
【図７Ｃ】図７Ｃは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、移動局の通常の動作を
図示しているフローチャートを示している。
【図８Ａ】図８Ａは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、移動局の通常の動作を
図示している時系列図を示している。
【図８Ｂ】図８Ｂは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、移動局の通常の動作を
図示している時系列図を示している。
【図８Ｃ】図８Ｃは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、移動局の通常の動作を
図示しているフローチャートを示している。
【図９Ａ】図９Ａは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、移動局の通常の動作を
図示している時系列図を示している。
【図９Ｂ】図９Ｂは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、移動局の通常の動作を
図示している時系列図を示している。
【図９Ｃ】図９Ｃは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、移動局の通常の動作を
図示しているフローチャートを示している。
【図１０Ａ】図１０Ａは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、画像にタグ付けす
るプロセスフローを示している。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、画像にタグ付けす
るプロセスフローを示している。
【本発明の詳細な説明】
【００１３】
　以下の記述では、本発明のいくつかの実施形態を図示している図面に対して、参照を行
う。他の実施形態を利用してもよく、機械的、構成的、構造的、電気的、動作的変更を、
本開示の精神および範囲から逸脱せずに行ってもよいことを理解する。以下の詳細な説明
は、限定的に解釈すべきものではない。さらに、後続する詳細な説明のいくつかの部分は
、電子回路中で、または、コンピュータメモリ上で実行できるデータビットに関する動作
の、手順や、ステップや、論理ブロックや、処理や、他の記号的な表現の観点で示してい
る。手順や、コンピュータ実行されるステップや、論理ブロックや、プロセス等は、所望
の結果に導くステップまたは命令の首尾一貫したシーケンスであると、ここでは考える。
ステップは、物理量の物理的操作を利用するステップである。これらの量は、記憶したり
、転送したり、合成したり、比較したり、そうでなければ電子回路中でまたはコンピュー
タシステム中で操作したりすることができる、電気、磁気、または無線信号の形態をとる
ことができる。これらの信号を、時には、ビット、値、エレメント、シンボル、キャラク
タ、ターム、数と呼ぶことがあり、またはこれらの類するもので呼ぶことがある。それぞ
れのステップは、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合
わせによって実行してもよい。ハードウェアインプリメンテーションでは、例えば、処理
ユニットは、１つ以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（
ＤＳＰ）、デジタル信号処理デバイス（ＤＳＰ）、プログラマブルロジックデバイス（Ｐ
ＬＤ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、制御装置、
マイクロ制御装置、マイクロプロセッサ、電子デバイス、ここで記述した機能を実行する
ように設計されている他のデバイスユニット、および／またはこれらを組み合わせたもの
内で実現してもよい。
【００１４】
　この明細書全体を通して、「１つの例」、「１つの特徴」、「例」、または「特徴」に
対してなされる参照は、特徴および／または例に関連して記述する、特定の特徴、構成、
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または特徴は、主張する主題事項のうちの少なくとも１つの特徴および／または例に含ま
れることを意味する。したがって、この明細書全体を通したさまざまな場所におけるフレ
ーズ「１つの例において」、「例」、「１つの特徴において」、または「特徴」の登場は
、必ずしも、すべてが同じ特徴および／または例に言及しているわけではない。さらに、
特定の、特徴、構成、または特性を、１つ以上の例および／または特徴に組み合わせても
よい。
【００１５】
　ここで言及する「命令」は、１つ以上の論理動作を表す表現に関連している。例えば、
命令は、１つ以上のデータオブジェクト上で１つ以上の動作を実行する機械によりインタ
ープリタ可能であることによって、「機械読み取り可能」である。しかしながら、これは
、単なる命令の例であり、主張する主題事項はこの観点に限定されない。別の例では、こ
こで言及する命令は、エンコードされたコマンドを含むコマンドセットを有する処理回路
によって実行可能であるエンコードされたコマンドに関連していることがある。このよう
な命令は、処理回路によって理解される機械言語の形態でエンコードされてもよい。さら
に、これらは、単なる命令の例であり、主張する主題事項は、この観点で限定されない。
【００１６】
　ここで言及する「記憶媒体」は、１つ以上の機械によって認識可能である表現を維持す
ることができる媒体に関連している。例えば、記憶媒体は、機械読み取り可能な命令およ
び／または情報を記憶する１つ以上の記憶デバイスを含んでいてもよい。このような記憶
デバイスは、例えば、磁気、光学、または半導体記憶媒体を含むいくつかの媒体のタイプ
のうちの任意のものを含んでいてもよい。このような記憶デバイスは、長期間、短期間、
揮発性または不揮発性メモリデバイスの何らかのタイプも含んでいてもよい。しかしなが
ら、これらは、記憶媒体の単なる例であり、主張する主題事項はこれらの観点に限定され
ない。
【００１７】
　特に述べられていない限り、以下の説明から明らかであるように、「処理する」、「計
算する」、「算出する」、「選択する」、「形成する」、「使用可能にする」、「阻止す
る」、「位置付ける」、「終了する」、「識別する」、「開始する」、「検出する」、「
取得する」、「ホスト処理する」、「維持する」、「表す」、「推定する」、「受信する
」、「送信する」、「決定する」、および／またはこれらに類するもののような用語を利
用しての、この明細書全体を通した説明は、コンピュータまたは類似した電子コンピュー
ティングデバイスのようなコンピューティングプラットフォームによって実行されてもよ
いアクションおよび／またはプロセスに、そして、コンピューティングプラットフォーム
のプロセッサ、メモリ、レジスタ、および／または他の情報記憶装置、送信デバイス、受
信デバイス、および／またはディスプレイデバイス内の物理電子および／または磁気量お
よび／または他の物理量として表現したデータを操作および／または変形するアクション
および／またはプロセスに関連していることを、正しく認識する。このようなアクション
および／またはプロセスは、例えば、記憶媒体中に記憶されている機械読み取り可能な命
令の制御のもと、コンピューティングプラットフォームによって実行してもよい。このよ
うな機械読み取り可能な命令は、例えば、コンピューティングプラットフォームの一部と
して備えられている（例えば、処理回路の一部として備えられている、または、このよう
な処理回路の外部にある）記憶媒体中に記憶されているソフトウェアまたはファームウェ
アを含んでいてもよい。さらに、特に述べられていない限り、フロー図を参照してまたは
別の方法で、ここに記述するプロセスは、このようなコンピューティングプラットフォー
ムによって、全体的にまたは部分的に実行および／または制御してもよい。
【００１８】
　ここで記述するワイヤレス通信技術は、ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡ
Ｎ）、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、ワイヤレスパーソナルエリ
アネットワーク（ＷＰＡＮ）等のような、さまざまなワイヤレス通信ネットワークに関連
することがある。用語「ネットワーク」および「システム」は、ここで、区別なく使用し
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ていることがある。ＷＷＡＮは、コード分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割
多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直
交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、単一搬送波周波数分割多元接続（Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ）ネットワーク等であってもよい。無線技術の例をいくつか挙げると、ＣＤ
ＭＡネットワークは、ＣＤＭＡ２０００、ワイドバンドＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）のよう
な１つ以上の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を実現してもよい。ここで、ＣＤＭＡ２０００
は、ＩＳ－９５、ＩＳ－２０００、およびＩＳ－８５６標準規格にしたがって実現される
技術を含んでいてもよい。ＴＤＭＡネットワークは、グローバルシステムフォーモバイル
通信（ＧＳＭ）（登録商標）、デジタルアドバンスド移動体電話機システム（Ｄ－ＡＭＰ
Ｓ）、または他のいくつかのＲＡＴを実現してもよい。ＧＳＭおよびＷ－ＣＤＭＡは、「
第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と名付けられているコンソーシア
ムによる文書中に記述されている。ＣＤＭＡ２０００は、「第３世代パートナーシッププ
ロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と名付けられているコンソーシアムによる文書中に記述さ
れている。３ＧＰＰおよび３ＧＰＰ２の文書は、公に入手可能である。例えば、ＷＬＡＮ
は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｘネットワークを含んでいてもよく、ＷＰＡＮは、ブルートゥ
ース（登録商標）ネットワーク、ＩＥＥＥ８０２．１５ｘを含んでいてもよい。ＷＷＡＮ
、ＷＬＡＮ、および／またはＷＰＡＮを任意に組み合わせたものに関連して、ここで記述
したワイヤレス通信インプリメンテーションを使用してもよい。
【００１９】
　図１Ａは、信号を移動局４０に提供している衛星ビークル５０を示している。ここで使
用したように、ハンドヘルド移動体デバイスまたは移動局（ＭＳ）は、その時々に変化す
るポジションまたはロケーションを有し得るデバイスに関連する。ポジションおよび／ま
たはロケーションの変化は、ほんの数例として、方向、距離、向き等に対する変化を含ん
でいてもよい。特定の例では、移動局４０は、セルラ電話機、ワイヤレス通信デバイス、
ユーザ機器、ラップトップコンピュータ、パーソナルナビゲーションデバイス、他のパー
ソナル通信システム（ＰＣＳ）デバイス、および／または他のポータブル通信デバイスを
含んでいてもよい。移動局４０はまた、機械読み取り可能な命令によって制御される機能
を実行するように適合されている、プロセッサおよび／またはコンピューティングプラッ
トフォームを備えていてもよい。
【００２０】
　ハンドへルド移動体デバイス４０および／またはシステムは、衛星５０から受信した信
号に少なくとも部分的に基づいてデバイスのロケーションを推定してもよい。特に、この
ようなデバイス４０および／またはシステムは、関係する衛星とナビゲーション衛星受信
機との間のおよその距離を含む「擬似距離」測定値を取得してもよい。特定の例では、こ
のような擬似距離は、１つ以上の衛星５０からの信号を処理できる受信機において、衛星
ポジショニングシステム（ＳＰＳ）の一部として決定されてもよい。このようなＳＰＳは
、例えば、２、３個例を挙げると、グローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）、Ｇａ
ｌｉｌｅｏ、Ｇｌｏｎａｓｓ、または将来開発される何らかのＳＰＳを含んでいてもよい
。そのポジションを決定するために、衛星ナビゲーション受信機は、３つ以上の衛星に対
する擬似距離測定値とともに、送信時におけるこれらの衛星のポジションを取得してもよ
い。衛星の軌道パラメータを把握することによって、任意の時点に対するこれらのポジシ
ョンを計算することができる。その後、擬似距離測定値は、光速によって乗算される、信
号が衛星から受信機に伝わる時間に、少なくとも部分的に基づいて決定されてもよい。具
体的な実例として、ＳＰＳの、ＧＰＳおよび／またはＧａｌｉｌｅｏタイプのロケーショ
ン決定のインプリメンテーションとして、ここで記述した技術を提供することがある一方
で、これらの技術を他のタイプのＳＰＳにも適用してもよいこと、そして主張する主題事
項がこの観点に限定されないことを、理解すべきである。
【００２１】
　例えば、前述したＳＰＳを含む、いくつかのＳＰＳのうちの任意のものとともに、ここ
で記述した技術を使用してもよい。さらに、衛星と擬似衛星とを組み合わせたもの、また
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は、擬似衛星を利用するポジショニング決定システムとともに、この技術を使用してもよ
い。擬似衛星は、ＧＰＳ時間と同期されることがあるＬ帯域（または他の周波数）搬送波
信号上で変調されるＰＲＮコードまたは（例えば、ＧＰＳまたはＣＤＭＡセルラ信号に類
似した）他のレンジングコードをブロードキャストする地上の送信機を備えていてもよい
。遠隔受信機による識別を可能にするように、このような送信機に、一意的なＰＲＮコー
ドが割り当てられることがある。トンネル、鉱山、建物、都市の谷間、または他の閉じら
れたエリアにおけるような、軌道衛星からのＳＰＳ信号が入手不可能である状況に、擬似
衛星は役立つかもしれない。擬似衛星の別のインプリメンテーションは、無線ビーコンと
して知られている。ここで使用する用語「衛星」は、擬似衛星、擬似衛星の均等物、そし
て場合によっては他のものを含むことを意図している。ここで使用する用語「ＳＰＳ信号
」は、擬似衛星からのＳＰＳと同様な信号、または、擬似衛星の均等物を含むことを意図
している。
【００２２】
　ハンドヘルド移動体デバイス４０および／またはシステムは、ＳＶＳ信号（例えば、Ｇ
ＰＳ信号）を受信するための第１の受信機と、ネットワーク情報を受信するための第２の
受信機（例えば、移動電話機受信機またはトランシーバまたはセルラ電話機受信機または
トランシーバ）と、画像取り込みデバイス（例えば、カメラ）とを備えている。ネットワ
ーク情報を受信するための第２の受信機は、セルラ電話機の一部であってもよい。これら
のケースでは、移動体デバイス４０は、カメラおよび機能性移動電話機の双方として動作
でき、これにより、ユーザは、双方向の音声および／またはデータ通信のような、典型的
な移動電話機機能を持つことができる。代替的に、第２の受信機は、機能性移動電話機に
結合されていなくてもよい。これらのケースでは、移動体デバイス４０は、（すなわち、
ネットワーク情報による、および、ＳＶＳ信号による）位置特定の手段を備えているが、
典型的な移動電話機の機能を持たない、拡張したカメラであると考えてもよい。
【００２３】
　ハンドヘルド移動体デバイス４０および／またはシステムは、カメラ、ビデオカメラ、
または他の画像センサのような、画像を取り込む手段をさらに備えていてもよい。センサ
は、静止画像、サウンドありの動画画像、サウンドなしの動画画像、またはサウンドトラ
ックを、単独で、または、任意の組み合わせで取り込んでもよい。
【００２４】
　ハンドヘルド移動体デバイス４０および／またはシステムは、衛星信号とワイヤレスネ
ットワーク信号とを検出しようとする試行に基づいて、ポジションを決定する手段をさら
に備えていてもよく、この手段には、１つ以上のマイクロプロセッサ、制御装置、ハード
ウェア、ファームウェアおよび／またはソフトウェアといったものがある。ハンドヘルド
移動体デバイス４０および／またはシステムは、決定したポジションを画像にタグ付けす
る手段をさらに備えていてもよく、１つ以上のマイクロプロセッサ、制御装置、ハードウ
ェア、ファームウェアおよび／またはソフトウェアを備えている。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、ハンドヘルド移動体デバイス４０は、センサ、ワイヤレス受
信機またはワイヤレストランシーバ、ＳＰＳ受信機およびプロセッサを備えている。デー
タを取り込むために、感知したデータのプロセッサと対であることが多いセンサを使用す
る。センサは、静止画像を取り込むための画像センサであってもよい。代替的に、センサ
は、オーディオトラックを取り込むために使用されるオーディオセンサであってもよい。
代替的に、センサは、動画を取り込むために使用されるビデオセンサであってもよい。代
替的に、センサは、画像センサおよびオーディオセンサの双方とも備えていてもよい。
【００２６】
　以下で図３Ｂに関して説明するように、ネットワークカバレッジを決定したり、１つ以
上の基地局のポジション情報を取得したりするために、ワイヤレス受信機またはワイヤレ
ストランシーバを使用する。１つ以上のＳＶに対して、ＳＰＳカバレッジを決定したり、
移動体デバイス４０のポジション情報を取得したりするために、ＧＰＳ受信機のようなＳ
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ＰＳ受信機を使用する。画像センサや、ワイヤレス受信機または送信機や、ＳＰＳ受信機
を調整したり、画像をロケーション情報と合成、または、ロケーション情報を画像にタグ
付けしたりするために、プロセッサを使用する。
【００２７】
　図１Ｂは、ロケーション位置を画像にタグ付けするプロセスを示している。例えば、決
定したポジションをデジタル画像と関係付けることによって、デジタル画像は、地理的起
源の表示がタグ付けされてもよい。代替的に、タグは、デジタル画像を含むデジタルファ
イル内の埋め込まれたフィールド（例えば、ヘッダ）中に記憶されてもよい。代替的に、
タグは、デジタル画像をレビューするときに認識可能な、（例えば、写真上の日付け／タ
イムスタンプに類似した）可視または可聴ラベルの形態であってもよい。タグは、緯度お
よび経度を含んでいてもよい。タグは、高度も含んでいてもよい。代替的に、または、さ
らに、タグは、都市または地方のアドレスに変換されてもよい。
【００２８】
　ステップ１０において、移動局４０が、画像データを取り込む（例えば、サウンドあり
の、または、サウンドなしのビデオ画像あるいは静止画像を取得する、あるいはオーディ
オトラクトを記録する）。次に、ステップ２０において、移動局４０が、スタンドアロー
ンＧＰＳ技術を使用して、ロケーション位置を決定する。例えば、移動局４０は、複数の
衛星ビークル５０からのＧＰＳ信号を検出したり、捕捉したり、復調したりしようと試行
する。ここで提供する例において、ＧＰＳ信号およびＧＰＳシステムに対してなされる言
及は、例示によってのみ参照される。さまざまな衛星ポジショニングシステム（ＳＰＳ）
技術のうちの任意のもの（例えば、ＧＰＳや、Ｇａｌｉｌｅｏや、Ｇｌｏｎａｓｓ）を使
用してもよい。一般的に、このような移動局４０が、オープンな屋外環境中にあるときに
、このＧＰＳ信号を捕捉する際、移動局４０は最適に動作するが、残念なことに、このプ
ロセスは、かなりの時間がかかる。最終的に、いったんロケーション位置が決定されると
、移動体デバイス４０がロケーション位置を画像にタグ付けする。
【００２９】
　図２は、ワイヤレスネットワークと通信している移動局４０と、衛星ビークル５０とを
示している。いくつかの移動体デバイス４０は、いずれもＧＰＳ使用可能であり、ワイヤ
レスネットワークと通信することができる。ワイヤレスネットワークは、基地局６０と、
ロケーションサーバ（ＬＳ）８０と、ネットワーク７０とを含む。基地局６０（例えば、
基地トランシーバ局（ＢＴＳ）や、基地局制御装置（ＢＳＣ）や、アクセスポイントや、
これらに類するもの）は、無線送信機および受信機を備えており、特定のセルにおける音
声およびデータコールを、移動体電話機とネットワークとに、そして移動体電話機とネッ
トワークとから接続するために使用される。ロケーションサーバ８０は、移動局のロケー
ションを決定する際に、移動局と協働する。ロケーションサーバは、移動局４０がネット
ワークに接続されているのはどの基地局６０かを把握することによって、移動局４０を粗
く位置付けるかもしれない。さらに、ロケーションサーバ８０は、支援データを移動局４
０に送ってもよく、支援データは、暦および天体暦の衛星軌道データや、時間情報や、ド
ップラーウィンドウや、利用可能な衛星をより速く自動的に追跡する際に移動局４０を支
援するための他のサーチ支援データからなる。ロケーションサーバ８０は、生のロケーシ
ョンデータを移動局４０から受信してもよい。ロケーションサーバ８０は、移動局４０よ
りも、計算能力がより高いので、ロケーションサーバ８０は、移動局４０からロケーショ
ンサーバ８０に中継された信号を、より良く処理することができる。このようなコンフィ
ギュレーションは、計算の大部分をロケーションサーバ８０上にオフロードすることによ
って、ＧＰＳ位置特定のために必要とされるＣＰＵ処理能力量を移動局４０が減少させる
ことができる。ネットワーク７０は、さまざまなネットワーク相互接続コンポーネント（
例えば、基地局制御装置（ＢＳＣ）や、移動体スイッチングセンター（ＭＳＣ）や、公衆
電話交換ネットワーク（ＰＳＴＮ）や、これらに類するもの）を含む。
【００３０】
　本発明にしたがった、単一のデバイスには、画像取り込みデバイス（例えば、カメラ）
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、移動局（例えば、セルラ移動電話機）や、位置特定デバイス（例えば、ＧＰＳユニット
）の機能性がある。しかしながら、３つのデバイスを単一のハウジングに単に組み合わせ
ることは、ユーザビリティを不十分にすることがあり、いくつかの障害を招く。第１に、
１つより多いバッテリーまたは電源を必要とすることがある。第２に、このような、集積
デバイスは、回路を共有していない；したがって、一定の比率に応じて情報を共有しない
。第３に、画像取り込みと、移動電話機の動作と、位置特定は、必然的に衝突する。第４
に、重複したハードウェアを使用する。例えば、３つのデバイスは、それぞれ、プロセッ
サを有しており、プロセッサは、他の２つのプロセッサの状態に対するアクセスを持って
おらず、都合よく情報を共有する能力を制限する。
【００３１】
　３つの独立したデバイスが、３つのデバイスの機能に対して単一のプロセッサを有する
デバイスに組み込まれていると仮定すると、他のいくつかの障害に直面するかもしれない
。例えば、実行する位置特定タスクと実行する取り込み画像タスクとの間に、競合が生じ
るかもしれない。位置特定には、かなりの量の処理能力が必要である。このことにより、
ユーザが、位置特定エンジン実行に並行して、画像を取り込もうと試行したときに、取り
込みタスクにかなりの待機時間を生じさせる。したがって、プロセッサの処理能力が不十
分である場合には、優先スキームが必要であるかもしれない。例えば、画像を取り込むこ
とは、ユーザが画像を取り込み始めたときに位置特定を停止させることになる可能性があ
るが、いったんユーザが画像を取り込むことを完了すると、位置特定タスクを再開させる
必要があるかもしれない。
【００３２】
　以下で記述した実施形態のうちのいくつかが、これらの障害のうちの１つ以上の障害を
緩和する。このような実施形態は、複数の機能タスク間の通信および対話を調整して、拡
張機能およびユーザ経験を効果的に提供するように結合されている１つ以上のプロセッサ
を含んでいてもよい。
【００３３】
　マルチプロセッサソリューションは、共有メモリを含んでいてもよく、これにより、別
個のプロセッサ上で実行するタスクが通信することを可能にする。例えば、第１のプロセ
ッサ上で実行している位置特定タスクが、ロケーションを周期的に決定し、その決定した
ロケーションを共有メモリロケーション（例えば、メモリロケーションにアクセスするた
めの２つのバスを有するメモリ）中に記憶してもよい。取り込み画像タスクは、第２のプ
ロセッサ上で実行しているかもしれない。それぞれの画像が取り込まれた後に、共有メモ
リ中に記憶した最後のポジションを取り出すために、取り込み画像タスクが共有メモリに
アクセスしてもよい。
【００３４】
　十分な処理能力を利用可能である場合には、単一のプロセッサソリューションが、２つ
以上のタスクを並列して実行してもよい。例えば、取り込みタスクが、ドータータスクと
して位置特定タスクをコールしてもよい。代替的に、単一プロセッサは、タスクを連続し
て実行してもよい。例えば、それぞれのタスクに、異なる優先順位を割り当ててもよく、
これにより、１つのタスクがより高い優先順位を持つことを可能にし、より低い優先順位
のタスクデバイスを中断することを可能にする。ハードウェアは、位置特定タスクを最初
に実行し、その後、画像取り込みを促進するために、画像取り込みが、位置特定を一時的
に停止させることを可能にしてもよい。いったん取り込み画像タスクがその処理を完了す
ると、位置特定タスクは、中断されたところから開始してもよい。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、ユーザが画像を取り込み始めるまで、位置特定エンジンはア
イドルである。ユーザが画像を取り込み始めた後に、いったん処理能力が入手可能である
と（例えば、いったんユーザが画像または一連の画像を取り込み終えると、あるいは代替
的に、いったんユーザが最初の画像を取り込み始めると）、取り込み画像プロセスは、位
置特定エンジンを開始する。ポジション位置が入手可能になったとき、（例えば、別個の
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タグ付けタスク、または代替的に、画像取り込みタスクまたは位置特定タスクによる）タ
グ付け動作に戻って、位置特定タグを待っているそれぞれの画像にタグ付けする。いった
ん画像取り込みプロセスが完了して、画像がタグ付けされると、画像取り込みタスクは、
アイドル状態に戻るように位置特定タスクに命令してもよい。
【００３６】
　さらに、より詳細に以下で記述するように、他のコンフィギュレーションが可能である
。
【００３７】
　図３Ａおよび図３Ｂは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、状態図および真偽
表を示している。処理能力に制限のある移動局や、バッテリー電力の制限のある移動局は
、３つのアクティブモード：状態１００、状態３１０、および状態３３０のうちの１つで
動作してもよい。特定の状況に応じて、移動局は、１つの何らかの状態から他の何らかの
状態に移行してもよい。状態１００において、移動局が、ＧＰＳ衛星システムおよびワイ
ヤレスネットワークからのデータの、品質と入手可能性とに基づいてロケーション位置を
決定している。ロケーション位置は、１つ以上のＧＰＳ衛星から受信したデータのみから
、１つ以上の基地局から受信したデータのみから、またはＧＰＳ衛星および１つ以上の基
地局の双方から受信したデータから決定してもよい。例えば、ロケーション位置は、基地
局によってブロードキャストされた識別子（例えば、セルまたはアクセスポイントの識別
子）からのものであってもよく、あるいは、地上基地局にそれぞれ関係する複数のロケー
ションを重み付けることから決定してもよい。
【００３８】
　移動局が画像を取り込んでいないときや、有効なロケーション位置が入手不可能である
ときに、移動局は状態１００に入る。決定したポジションは、単一のポジション、ポジシ
ョンの平均、ポジションの重み付けされた平均、ポジションの時間平均、またはこれらに
類したものであってもよい。例えば、ポジションは、ポジションのシーケンスの補間から
なっていてもよい。例えば、ビデオが取り込まれた直前および直後のポジションの補間を
、決定したポジションとしてビデオ画像に対して使用してもよい。画像を取り込むプロセ
スをユーザが開始したときに、移動局は、状態１００を中断し、いったん十分なロケーシ
ョン位置が決定されると状態１００を出てもよい。代替的に、移動局は、以下の手段：ス
タンドアローンＧＰＳポジション決定、ＭＳベースのポジション決定、ＭＳ支援ポジショ
ン決定、および／または、長期間の軌道情報によるスタンドアローンＧＰＳポジション決
定、のうちの１つ以上のものによって決定された１つ以上のポジションを補間してもよい
。
【００３９】
　状態３１０において、移動局は、画像を取り込むプロセスにある。ユーザが、取り込み
、すなわち記録ボタンをアクティブ化したときに、移動局は状態３１０に入る。（例えば
、画像を最後に取り込んだときから予め定められた時間の後に）いったん画像取り込みプ
ロセスが完了すると、移動局は状態３１０を出る。状態３３０において、移動局が、以前
に取り込んだ画像にタグ付けする。有効なロケーション位置が存在するときに、いったん
取り込まれた画像にポジションタグがないと、移動局はこの状態に入る。移動局はまた、
ユーザの指示で状態３３０に入るかもしれない。
【００４０】
　図３Ｂは、ネットワーク信号および／またはＧＰＳ信号の存在に基づいて、どのように
移動局がロケーション位置を決定するかを示している。移動局は、衛星信号とワイヤレス
ネットワーク信号とを検出しようとする試行に基づいてポジションを決定する。衛星信号
およびワイヤレスネットワーク信号の存在と品質とに応じて、移動局は、ポジション位置
を決定するための方法を選択する。移動局は、ポジションを決定するためにモードのうち
の１つを選択する。第１のモード（スタンドアローンＧＰＳモード）では、移動局は、Ｇ
ＰＳシステムからの信号のみを使用する。第２のモード（支援ＧＰＳモード）では、移動
局は、ＧＰＳシステムおよびワイヤレスネットワークの双方からの信号を使用する。第３
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のモード（ネットワーク情報モード）では、移動局は、ワイヤレスネットワークからの信
号のみを使用する。移動局によって選択されたモードは、受信信号の、入手可能性と品質
とに依存する。信号が入手不可能である場合には、移動局は、第４のモードで動作しても
よく、第４のモードでは、ポジションの入力をユーザに促す。
【００４１】
　ここで、ＧＰＳ信号について説明するが、ＧＰＳ信号に加えて、または、ＧＰＳ信号の
代わりに、他のタイプのＳＰＳ信号を同様に使用してもよい。例えば、スタンドアローン
ＧＰＳ信号を使用することよりもむしろ、スタンドアローンＧａｌｌｉｅｏモード、スタ
ンドアローンＧｌａｓｎｏｓモード、または、２つ以上の異なるＳＰＳ信号を組み合わせ
たものを同等に使用してもよい。例えば、ポジションを決定する際に支援するために、Ｇ
ＰＳ信号およびＧｌａｓｎｏｓ信号の両方を捕捉および処理してもよい。
【００４２】
　移動局は、第１のしきい値を満たすＧＰＳ信号に基づいて、スタンドアローンＧＰＳモ
ードを選択してもよい。しきい値は、ＧＰＳ信号の品質および／またはＧＰＳ信号の量に
関連していてもよい。例えば、移動局は、最初に、良好なＧＰＳカバレッジが入手可能で
あるか否かを決定する。例えば、それぞれ、有効な信号品質を有している、予め定められ
た数（例えば、３個、４個、５個、または６個）のＧＰＳ信号が移動局において入手可能
である場合、移動局は、スタンドアローンＧＰＳ技術から、良好なＧＰＳカバレッジと、
基地局のポジション決定とを宣言できる。オプション１として示されているように、この
従来のＧＰＳ技術は、強い信号状態で信頼性あるポジションを提供し得るので、他の技術
を使用することは、不要であるかもしれない。悪い信号の状態では（例えば、高い建物ま
たは建物の木によって囲まれているとき、あるいは、建物の中で）、スタンドアローンＧ
ＰＳは信頼性が低くしか機能しない。さらに、悪い信号エリアでは、移動局４０は、暦お
よび天体暦データを衛星から受信することはできないかもしれない。
【００４３】
　移動局は、第１のしきい値よりも低い第２のしきい値を満たすＧＰＳ信号に基づいて、
そしてネットワーク情報の入手可能性にさらに基づいて支援ＧＰＳモードを使用すること
を選択してもよい。利用可能なＧＰＳ衛星が悪い（例えば、衛星の数が少ない、および／
または、所望の信号品質よりも低い）カバレッジしか提供しないが、移動局が基地局（Ｂ
Ｓ）信号にアクセスできる場合には、移動局は、支援ＧＰＳ（Ａ－ＧＰＳ）技術を使用し
て、または、基地局からの、セルまたはアクセスポイントの送信された識別子に基づいて
、そのポジションを決定してもよい。Ａ－ＧＰＳでは、移動局は、衛星からの暦および天
体暦データを待つ、または、衛星からの暦および天体暦データを復調しようと試みるより
もむしろ、暦および天体暦データを基地局から受信するかもしれない。この支援データに
より、移動局は、そのポジションを見つける際に、悪いＧＰＳ信号をより都合よく使用す
ることができる。
【００４４】
　代替的に、オプション２として示されているように、移動局は、第１のしきい値を満た
すＧＰＳ信号に基づいて、そしてネットワーク情報の入手可能性にさらに基づいて、支援
ＧＰＳモードを選択してもよい。移動局が、良好なＧＰＳカバレッジを有し、ネットワー
クカバレッジも有している場合、移動局は、場合によってはより迅速なポジション確定の
ために、支援ＧＰＳモードを使用してもよい。
【００４５】
　支援ＧＰＳモードでは、移動局は、ＧＰＳ信号をより効率的に捕捉するために、支援デ
ータをネットワークから受信し、この支援データを使用してもよい。代替的に、または、
さらに、移動局は、ＧＰＳ信号を使用して第１のロケーションを、そしてネットワーク情
報のみを使用して第２のロケーションを計算してもよい。（先に記述した）ネットワーク
情報のみに基づいたロケーションは、１個、２個、３個、またはより多くの基地局のロケ
ーションに基づいていてもよい。（例えば、不確実性に基づいて、２つのポジションに対
して重み付けすることによって）第１および第２のロケーションを平均化して、移動局が
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その決定したロケーションとして使用してもよい第３のポジションを決定してもよい。代
替的に、一連のロケーションを累積して、決定したロケーションを生成させてもよい。
【００４６】
　移動局は、第２のしきい値を満たさないＧＰＳ信号に基づいて、そしてネットワーク情
報の入手可能性にさらに基づいて、ネットワーク情報モードを選択してもよい。ＧＰＳ信
号が入手不可能である（すなわち、移動局が、ＧＰＳカバレッジを有さないロケーション
にある）場合、移動局は、そのロケーション位置を設定する際に、基地局信号から獲得し
たネットワーク情報のみを使用してもよい。ネットワーク情報モードでは、移動局は、ポ
ジションを決定する際に、ネットワーク情報のみを使用する。例えば、移動局は、三辺測
量または三角測量を使用してもよい。三辺測量は、基地局の相対的なポジションを、三角
測量と類似した様式で決定する。角の測定値を（少なくとも１つの知られている距離とと
もに）使用して移動局のロケーションを計算する三角測量とは異なり、三辺測量は、これ
らの基地局のそれぞれと移動局との間の距離と、２つ以上の基地局のロケーションとを使
用する。三辺測量を単独で使用して、２次元面上で移動局のロケーションを決定するため
に、一般的には、少なくとも３つの基地局のロケーションを使用するが、１つ、または、
２つのみの基地局のロケーションを用いて、不確実性がより高いロケーションが計算され
ることがある。
【００４７】
　移動局は、ＧＰＳ信号およびネットワーク信号の欠如に基づいて、オフラインモードを
選択してもよい。ＧＰＳ信号が入手不可能であり、移動局がサービス停止（ＯＯＳ）エリ
ア中にある場合、ロケーション位置は入手不可能である。このケースでは、画像にタグ付
けするときに、移動局は、その最後の知られているロケーション位置を使用し、ユーザが
位置を手動で提供することを許容してもよく、または代替的に、位置をブランクの状態に
してもよい。
【００４８】
　図４は、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、ロケーション位置を設定するため
の手段を決定するフローチャートを示している。ステップ１０１では、ロケーション位置
をユーザが手動で提供することを許容するか否かを決定するための、または、ロケーショ
ン計算を自動的に実行するか否かを決定するためのロケーション位置決定プロセスを、移
動局が開始する。例えば、中断の結果として、ステップ１０１に入ってもよい。手動の場
合には、１９０において処理が続く。自動の場合には、１１０において処理が続く。１９
０において、ユーザは、位置、すなわちロケーション（例えば、経度および緯度、ストリ
ートアドレス、テキスト記述）を提供する。
【００４９】
　１１０において、スタンドアローンＧＰＳによるロケーション確定が可能であるか否か
を、例えば、移動局が、良好なＧＰＳカバレッジを有するか否か、または、現在の天体暦
および暦情報を有するか否かを、移動局が決定する。そうである場合には、１２０におい
て、移動局が、スタンドアローンＧＰＳのみを通して、そのロケーション位置を決定およ
び設定する。そうでない場合には、１３０において、移動局が、技術を組み合わせたもの
を使用してロケーション位置を決定できるか否かを決定する。例えば、ＧＰＳカバレッジ
は入手可能であるものの悪く、移動局が基地局と接続がある場合、移動局は１４０に続く
。１４０において、移動局が、支援ＧＰＳを通して、そのロケーション位置を決定および
設定する。例えば、移動局が、基地局を通して、ワイヤレスネットワークから支援データ
を最初に受信する。
【００５０】
　次に、移動局は、ＧＰＳ信号を捕捉およびロケーション位置を決定するために、この支
援データを使用する。ＧＰＳカバレッジが存在しない場合、移動局は１５０に進み、１５
０において、移動局が、ネットワーク情報のみから基地局のロケーション位置を決定して
もよい。すなわち、ＧＰＳ信号が存在しないが、基地局を通した、ネットワークに対する
接続が存在する場合、移動局は、粗ロケーション位置を提供するために、基地局から受信
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する情報を使用してもよい。１６０のように、移動局は、ネットワーク情報を通して、そ
のロケーションを決定および設定する。
【００５１】
　ＧＰＳカバレッジが存在せず、移動局がサービス停止（ＯＯＳ）エリア中にある場合、
移動局は１７０に進み、１７０において、位置は現在入手不可能であることを、移動局が
決定する。いくつかの実施形態において、位置が入手不可能である場合、手動で位置を入
力するようにユーザに問い合わせがされる。（１２０、１４０、または１６０から）ロケ
ーション位置が入手可能である場合、あるいは、（１７０から）位置が入手不可能である
場合、１８０において、移動局が、現在のロケーション位置を含む変数と、ロケーション
位置が決定されていることを示しているフラグとを適切に更新してもよい。
【００５２】
　図５Ａおよび図５Ｂは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、スクリーンショッ
トを図示している。ユーザは、画像にタグ付けするために、どのロケーション位置を使用
するかを決定してもよい。すなわち、ユーザは、１つ以上の画像を取り込むことに関連し
て、どの１つ以上のポジションが使用されるかを移動体デバイスに示す１つ以上のコンフ
ィギュレーション可能なパラメータを設定してもよい。
【００５３】
　図５Ａは、コンフィギュレーションスクリーンを示している。画像が取り込まれる前に
、または、画像が取り込まれた後にロケーション位置が決定されるかを、ユーザは選択し
てもよい。第１のオプションでは、ユーザは、画像が取り込まれた後に決定されたロケー
ション位置を使用するように移動局に命令する。第２のオプションでは、ユーザは、画像
が取り込まれる前に決定されたロケーション位置を使用するように移動局に命令する。（
示していない）第３のオプションでは、ユーザは、入手可能な最適なロケーション位置を
使用するように移動局に命令する（例えば、２つの位置－画像が取り込まれる前の位置、
および、画像が取り込まれた後の位置―を決定して、画像の取り込みに時間的に最も近い
ロケーション位置を使用する）。ユーザは、どの頻度で新しいロケーション位置を画像に
タグ付けするかも設定してもよい。例えば、ユーザは、その個々のロケーション位置を画
像ごとに決定することを選択してもよい。代替的に、一連の取り込んだ画像における最初
の画像に対してロケーション位置を決定することを、ユーザは選択してもよい。すなわち
、最初に取り込まれた画像に対して、ロケーション位置を決定し、その後、後続する画像
（例えば、最初の画像から、または、以前の画像から予め定められた秒数の画像）に、最
初の取り込まれた画像に対して使用されたのと同じ決定されたロケーション位置がタグ付
けされる。代替的に、決定されたロケーション位置のシーケンスを画像にタグ付けしても
よい。
【００５４】
　他の変数も、ユーザコンフィギュレーション可能であってもよく、または同様にシステ
ムコンフィギュレーション可能であってもよい。例えば、ロケーションプロセスの中断か
ら、画像取り込みプロセスを可能または不可能にするために、変数が設定またはクリアさ
れてもよい（例えば、以下で図７Ｃを参照して説明する、画像を取り込む３１０、および
、位置を決定１００）。例えば、変数が設定された場合、画像を取り込もうと試行するユ
ーザは、ロケーションプロセスを停止させる。変数がクリアされた場合、画像を取り込も
うと試行しているユーザは、ロケーションプロセスか完了するまで待たされるだろう
　図５Ｂは、バッチモード中に使用されるスクリーンショットを示している。スクリーン
ショットは、オプションのリストと、画像のリスティングとを含む。示した画像のリステ
ィングは、移動局内で入手可能な以前に取り込まれた画像のリストである。画像のリステ
ィングは、ロケーション位置の品質（ＧＰＳ位置、粗位置、位置なし）および／または画
像が取り込まれた日付けおよび時間に基づいて、フィルタリングまたは順序付けしてもよ
い。例えば、タグ付けされていない画像のみを、リストアップしてもよいし、または代替
的に、ＧＰＳロケーション位置がない画像のみをリストアップしてもよい。さらに、画像
は、関係する属性のあるリストとして、または、縮小画像（サムネイル）として表示して
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もよい。
【００５５】
　バッチモードでは、ユーザは、一度に、多数の画像にタグ付けしてもよい。例えば、画
像のリスティングから選択された１組の画像に、位置なしというタグが付けられている場
合、ユーザは、ロケーション位置をこの１組の画像に設定するように命令してもよい。さ
らに、１組の画像に粗ロケーション位置のみがタグ付けされている場合、ユーザは、新し
いロケーション位置を設定するように移動局に命令してもよい。第１のオプションでは、
ユーザは、移動体デバイスにおいて入手可能な最後のロケーション位置を使用して、画像
のリスティングからユーザが選択した１組の画像にタグ付けするように移動局に命令する
。第２のオプションでは、ユーザは、新しいロケーション位置を得て、この新しいロケー
ション位置を、選択した１組の画像にタグ付けするように移動局に命令する。（示してい
ない）第３のオプションでは、ユーザは、位置（例えば、ロケーションのテキスト記述、
アドレス、ＧＰＳ座標、またはこれらに類するもの）を手動で入力して、手動で入力した
位置を、選択した１組の画像にタグ付けするように移動局に命令する。
【００５６】
　図６Ａ、図６Ｂ、図６Ｃ、図６Ｄ、図７Ａ、図７Ｂ、図７Ｃ、図８Ａ、図８Ｂ、図８Ｃ
、図９Ａ、図９Ｂ、および図９Ｃは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、移動局
に対する動作のさまざまな、通常モードおよび中断モードを図示している、時系列図およ
びフローチャートを示している。移動局は、画像を取り込むことと、ロケーション位置を
決定することと、画像にタグ付けすることとの間でバランスを取る。図面は、移動局のカ
メラの４つの状態：カメラのアイドル状態２００と、３つのアクティブ状態－画像取り込
み状態２１０と、ロケーション位置決定状態２２０と、ポジションのタグ付け状態２３０
と－を示している。カメラのアイドル状態２２０において、または同様に待機状態３３０
において、それぞれ開始する。いったん移動局が電源投入され、ユーザ入力を待っている
と、または代替的に、いったんカメラ（または他の記録デバイス）が電源投入され、ユー
ザ入力を待っていると、この状態に入るかもしれない。
【００５７】
　図６Ａ、図６Ｂ、図６Ｃ、および図６Ｄは、画像が取り込まれた後に画像ごとにロケー
ション位置を獲得するように移動局がコンフィギュレーションされている例を示している
。図６Ａに示したように、ユーザが画像取り込みを開始したとき、移動局はカメラアイド
ル状態２００を出て、これにより、状態２１０に入る。期間「Ａ」の間に、画像が取り込
まれる。いったん画像取り込みが完了すると、移動局は、状態２２０に入ることによって
、ロケーション位置の決定を開始する。図３Ｂを参照して上述したように、移動局は、良
好なＧＰＳ信号、悪いＧＰＳ信号、または存在しないＧＰＳ信号の入手可能性とともに、
基地局信号の入手可能性、すなわちサービス停止（ＯＯＳ）エリア中にあるかを組み合わ
せたものに基づいてロケーション位置を決定する。移動局は、時間の期間「Ｂ」にわたっ
て、ロケーション位置を決定するように動作する。いったんロケーション位置を決定する
と、移動局は、状態２３０に入ることによって、決定したロケーション位置を画像にタグ
付けし、移動局がアイドル状態２００に戻るまで、大変短い時間の量「Ｃ」しかかからな
い。（「Ｄ」における）２番目の画像の取り込みに続いて、（「Ｅ」における）新しいポ
ジション決定が続き、最後に（「Ｆ」において）画像にタグ付けする後続するユーザアク
ションにより、このプロセスは繰り返す。
【００５８】
　図６Ｂは、画像のシーケンスを取り込む移動局を示している。アイドル状態２００から
、移動局は、期間「Ａ」の間に画像取り込み（状態２１０）を開始する。いったん画像が
取り込まれると、移動局が、期間「Ｂ」にわたって、ロケーション位置を決定する（状態
２２０）。この例では、ロケーション位置が決定される前に、ユーザが、２番目の画像取
り込みを開始することによって、ロケーション位置決定プロセスを中断する（再入状態２
１０）。「Ｃ」の間に、２番目の画像が取り込まれる。次に、移動局は、状態２２０に再
び入り、期間「Ｄ」の間に、ロケーション位置の決定を完了する。いったんロケーション



(18) JP 5631963 B2 2014.11.26

10

20

30

40

50

位置を決定すると、期間「Ｅ」の間に、ちょうど取り込まれた２つの前の画像に、決定し
たロケーション位置がタグ付けされる。いったん画像がタグ付けされると、カメラは、カ
メラのアイドル状態２２０に戻る。
【００５９】
　図６Ｃは、画像を取り込むことに続いて、ロケーション位置を決定しようとする一連の
試行を示している。「Ａ」において、移動局は、アイドル状態２００のままであり、画像
を取り込む状態２１０に入る。「Ｂ」において、例えば、移動局が、ＧＰＳカバレッジの
ないＯＯＳエリア中にある場合、移動局は、位置を決定しようと試行するが、不成功に終
わる。移動局は、予め定められた値でタイマを設定し、Ｃの期間の間に、アイドル状態２
００に再び入る。「Ｄ」において、タイマがタイムアウトし、移動局が、ロケーション位
置を決定する第２の時間を試行する。再び、この例では、位置は入手不可能である。移動
局は、アイドル状態２００における「Ｅ」の期間の間、再び、タイマを設定して待機する
。「Ｆ」においてもう一度、タイマがタイムアウトすると、移動局は、ロケーション位置
決定状態２２０に再び入る。この例では、ロケーション位置を決定する。「Ｇ」において
、移動局は状態２３０に入り、より早く取り込まれた画像にタグ付けすることに進む。最
後に、移動局は、アイドル状態２００に戻る。
【００６０】
　図６Ｄは、画像が取り込まれた後に、ロケーション位置を画像ごとに獲得するようにコ
ンフィギュレーションされている移動局に対するイベントおよびアクションを要約してい
るフロー図を示している。（アイドル状態２００に相当する）待機状態３００において、
フローが開始してもよい。ユーザが画像の取り込みを開始する場合、移動局は状態３００
を出てもよい。代替的に、ユーザがカメラモードを使用可能にした場合、移動局は状態３
００を出てもよい。さらに、タイムアウトが生じた場合、移動局は、状態３００を出ても
よい。状態３１０において、移動局が、画像または画像の緊密なシーケンスの取り込みを
開始する。いったん最後の画像が取り込まれると、移動局は状態３１０を出て、ロケーシ
ョン位置決定プロセスを開始するために状態１００に入ってもよい。状態３１０に入った
が、画像が取り込まれなかった場合、移動局は、タイムアウトし、状態３００において待
機するために戻ってもよい。状態１００において、移動局が、ロケーション位置を決定す
るプロセスを開始する。ロケーション位置が決定された場合（これにより、状態３３０に
入る）、位置が入手不可能である場合（これにより、タイマを設定し、待機状態３００に
戻る）、または状態３１０における画像取り込みプロセスをユーザが開始することによっ
て中断が生じた場合、移動局は状態１００を出る。状態３３０において、移動局は、タグ
付けされていない取り込まれた画像（または画像のシーケンス）にタグ付けし、待機状態
３００に戻る。
【００６１】
　図７Ａ、図７Ｂ、および図７Ｃは、画像が取り込まれる前に、画像ごとに獲得されたロ
ケーション位置を使用するように移動局がコンフィギュレーションされている例を示して
いる。
【００６２】
　図７Ａでは、「Ａ」において、移動局が、アイドル状態２００を出て、ロケーション位
置を決定する状態２２０に入り、その位置を決定し、決定した位置をメモリに保存する。
タイマの期限が切れたときに、現在のロケーション位置が新しいロケーション位置にリフ
レッシュされるように、移動局は期限切れタイマを設定してもよい。例えば、期限切れタ
イマは、予め定められた時間の期間（例えば、５分、１０分、１５分、２０分、２５分、
３０分、４５分、または６０分）に設定してもよい。このような方法で、移動局は、将来
のタイムスタンプ付けのために、正確なロケーション位置、または、ほとんど正確なロケ
ーション位置を有する。期限切れタイマが設定された後、移動局は、アイドル状態２００
に再び入る。少ししてから、または、予め定められた時間の後に、ユーザは、移動局が、
画像を取り込む状態２１０に入るようにさせる。移動局は、メモリに保存された有効なロ
ケーション位置をすでに有しているので、画像は、状態２３０における期間「Ｃ」の間に
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、すぐにタグ付けされるかもしれない。いったんタグ付けされると、移動局は、アイドル
状態２００に再び入ってもよい。この例では、期限切れタイマの期限は、切れており、現
在のロケーション位置がリフレッシュされるべきであることを示している。「Ｄ」の間に
、移動局は状態２２０に入り、新しいロケーション位置を決定し、以前のロケーション位
置を置換して、決定したロケーション位置をメモリに保存する。このコンフィギュレーシ
ョンでは、ロケーション位置を取得したものの、必ずしも使用しなくてもよい。ロケーシ
ョン位置を使用する場合には、ロケーション位置を決定した後に取り込まれた画像に対し
て使用する。
【００６３】
　図７Ｂは、ユーザが画像を取り込むことによってポジション決定プロセスが中断される
イベントのシーケンスを示している。「Ａ」において、移動局は、ロケーション位置決定
を開始するために状態２２０に入る。ユーザは、（状態２１０における「Ｂ」において）
最初の画像を取り込み始めることによって、このプロセスを中断する。いったん画像取り
込みが完了すると、移動局は、ロケーション位置決定プロセスを続けるために状態２２０
に再び入る。この例は、ユーザが、画像を取り込む状態２１０に再び入ることによって、
このプロセスの第２の中断を示している。いったん完了すると、再び、移動局は、（状態
２２０における「Ｅ」において）ロケーション位置特定プロセスを続ける。最後に、プロ
セスは、ロケーション位置を決定し、（状態２３０における「Ｆ」において）以前に取り
込まれたタグ付けされていない画像にタグ付けする。移動局は、その後、アイドル状態２
００に戻る。
【００６４】
　図７Ｃは、画像が取り込まれる前に、画像ごとにロケーション位置を獲得するようにコ
ンフィギュレーションされている移動局に対するイベントおよびアクションを要約してい
るフロー図を示している。画像が取り込まれる前に獲得されるロケーション位置を使用す
るように移動局がコンフィギュレーションされているときに、処理は、ロケーション位置
を決定する状態１１０により開始する。プロセスがロケーション位置を決定した場合（こ
れにより、待機状態３００に出る）、または、中断が生じた場合（これにより、状態３１
０に出る）、例えば、ユーザが画像を取り込もうと試すことによって、移動局は状態１０
０を出てもよい。状態３００において、移動局が、ユーザアクションまたはタイムアウト
を待っている。ユーザが画像の取り込みを開始した場合、移動局は、状態３１０に進む。
移動局が、画像を取り込み、ロケーション位置が入手可能である場合、移動局は、画像に
タグ付けする状態３３０に進む。一方、画像は取り込まれたが、位置は入手不可能である
場合、移動局は、ロケーション位置を決定する状態１００に戻る。予め定められたタイム
アウト期間の後、画像が取り込まれなかった場合、ロケーション位置を必要とする場合に
は、移動局は、タイムアウトし、（状態１００において）ロケーション位置を決定するた
めに戻ってもよく、あるいは、位置が不要である場合には、タイムアウトし、（状態３０
０において）待機するために戻ってもよい。いったんロケーション位置が古くなり、リフ
レッシュされる必要があると、または、時間の予め定められた期間に対して位置が入手不
可能である場合に状態３００は、タイムアウトするようにコンフィギュレーションされて
もよい。このリフレッシュタイマの期限が切れたときに、移動局は、状態１００において
新しいロケーション位置を決定するために状態３００を出る。いったん新しいロケーショ
ン位置が決定されると、移動局は、状態１００を出て、まったくタグ付けされていない画
像にタグ付けするために状態３３０に入ってもよい。
【００６５】
　図８Ａ、図８Ｂ、および図８Ｃは、画像のシーケンス中の最初の画像が取り込まれた後
に、ロケーション位置を獲得するように、そして画像のシーケンスのそれぞれに対して同
じロケーション位置を使用するように移動局がコンフィギュレーションされている例を示
している。以前の画像の前の、予め定められた時間の期間内にそれぞれの画像が取り込ま
れ始めたことに基づいて、画像のグループは画像のシーケンスであると決定してもよい。
例えば、シーケンス中の画像は、すぐに先行する画像から、３０秒、１分、２分、３分、
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４分、５分、または、他の何らかの予め定められた時間の期間で取り込まれる。代替的に
、シーケンス中の画像は、予め定められた時間ウィンドウ内に取り込まれる。例えば、シ
ーケンス中の画像は、最初の画像から、５分、１０分、１５分、または３０分のウィンド
ウ内に取り込まれる。代替的に、シーケンスを終了するように移動局にユーザが命令する
まで、画像のシーケンスは続いてもよい。
【００６６】
　図８Ａは、同じロケーション位置がタグ付けされている取り込まれた画像のシーケンス
を示している。「Ａ」において、ユーザが、状態２１０で最初の画像を取り込む。「Ｂ」
における、最初の画像の取り込みに続いて、状態２２０でロケーション位置を決定する。
「Ｃ」において、決定したロケーション位置を使用して、最初の画像に状態２３０でタグ
付けする。移動局は、アイドル状態２００に戻る。「Ｄ」において、移動局が、２番目の
画像を状態２１０で取り込む。状態２００で新しいロケーション位置を決定する代わりに
、以前に決定したロケーション位置を使用して、状態２３０で、２番目の画像にタグ付け
する。シーケンス中の後続する画像は、状態２１０で同様に取り込まれて、状態２３０で
タグ付けされる。決定したロケーション位置は、リフレッシュされたポジションロケーシ
ョン位置に将来置換され、後続する画像のシーケンスに使用してもよい。
【００６７】
　図８Ｂは、ユーザが画像を取り込むことによって、ポジション決定プロセスが中断され
るイベントのシーケンスを示している。「Ａ」において、移動局が、最初の画像を取り込
むために状態２１０に入る。「Ｂ」において、移動局が、ロケーション位置決定を開始す
るために状態２２０に入る。ユーザは、（状態２１０における「Ｃ」において）２番目の
画像の取り込みを開始することによってこのプロセスを中断する。いったん画像取り込み
が完了すると、移動局は、（「Ｄ」において）ロケーション位置決定プロセスを続けるた
めに状態２２０に再び入る。いったん移動局が、新しいロケーション位置を決定して、メ
モリに保存すると、移動局は、（状態２３０における「Ｅ」において）、以前に取り込ま
れた２つのタグ付けされていない画像にタグ付けする。その後、移動局は、アイドル状態
２００に戻る。（状態２１０における「Ｆ」において）ユーザが３番目の画像を取り込む
ことにより、画像のシーケンスは続く。３番目の画像も、（状態２３０における「Ｇ」に
おいて）同じロケーション位置がタグ付けされる。画像のシーケンスが終了するまで、同
じロケーション位置が使用される。最終的に、保存されたロケーション位置は、リフレッ
シュされて更新されたロケーション位置と置換してもよい。
【００６８】
　図８Ｃは、画像のシーケンス中の最初の画像が取り込まれた後に、ロケーション位置を
獲得するように、そして画像のシーケンスのそれぞれに対して同じロケーション位置を使
用するようにコンフィギュレーションされている移動局に対するイベントおよびアクショ
ンを要約しているフロー図を示している。移動局が待機状態３００にあることで、フロー
は開始する。ユーザアクションは、移動局が、画像取り込み状態３１０に入るようにさせ
る。画像が取り込まれ、位置が入手不可能である場合、移動局は、ロケーション位置を決
定する状態１００に入る。画像が取り込まれて、（例えば、写真のシーケンス中の以前の
写真から結果的に得られる）ロケーション位置が利用可能である場合、移動局は、画像に
タグ付けする状態３３０に入る。画像が取り込まれなかった場合、移動局はタイムアウト
し、待機状態３００に戻ってもよい。いったん画像がタグ付けされると、移動局は待機状
態３００に戻る。状態１００においてロケーション位置を決定するプロセスの間に、移動
局が、ロケーション位置を決定して、１つ以上の画像にタグ付けするために状態３３０に
入ってもよく、ユーザが別の画像を取り込むことによってプロセスが中断され、状態３１
０に入ってもよく、または、ロケーション位置を取得することができず、待機状態３００
に戻るかもしれない。状態３００において待機している間、移動局は、周期的にタイムア
ウトし、タグ付けされていない画像に対するロケーション位置を取得しようと試行しても
よい。タグ付けされていない画像に自動的にタグ付けするときに、その試行を最終的に放
棄するまで、予め定められた時間の期間にわたって、移動局は、周期的にタイムアウトし
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てもよい。
【００６９】
　図９Ａ、図９Ｂ、および図９Ｃは、画像のシーケンス中の最初の画像が取り込まれる前
に獲得されたロケーション位置を使用するように、そして、画像のシーケンスのそれぞれ
に対して同じロケーション位置を使用するように、移動局がコンフィギュレーションされ
ている例を示している。
【００７０】
　図９Ａは、画像のシーケンスを取り込み、同じ予め決定されたロケーション位置をこれ
らの画像にタグ付けするプロセスを示している。「Ａ」において、最初の画像が取り込ま
れる前にロケーション位置を決定することで、処理が始まる。いったんロケーション位置
が決定されると、移動局は、待機状態２００に入る。「Ｂ」において、ユーザが、状態２
１０で最初の画像を取り込み、移動局が、状態２３０における「Ｃ」においてタグ付けし
、待機状態２００に戻る。このプロセスは、シーケンス中の画像ごとに繰り返してもよい
。例えば、「Ｄ」において、ユーザが２番目の画像を状態２１０で取り込み、移動局が、
「Ｅ」における状態２３０においてタグ付けし、待機状態２００に戻る。
【００７１】
　図９Ｂは、ロケーション位置が決定される前に画像を取り込むために、決定プロセスを
中断する移動局を示している。「Ａ」において、移動局が、状態２２０でロケーション位
置の決定を開始する。（「Ｂ」において）移動局が、状態２１０で最初の画像を取り込む
ために状態２２０を中断し、（「Ｃ」において）状態２２０でロケーション位置を決定す
るために戻る。再び、（「Ｄ」において）移動局は、状態２２０で、２番目の画像を取り
込むために、ロケーション位置決定プロセスを中断する。この例では、２番目の画像が取
り込まれた後、（「Ｅ」において）移動局は、状態２２０で、ロケーション位置を決定す
るそのプロセスを完了する。（「Ｆ」において）移動局は、２つのタグ付けされていない
画像にタグ付けして、アイドル状態２００に戻る。
【００７２】
　図９Ｃは、画像のシーケンス中の最初の画像が取り込まれる前に獲得されたロケーショ
ン位置を使用するように、そして、画像のシーケンスのそれぞれに対して同じロケーショ
ン位置を使用するようにコンフィギュレーションされている移動局に対するイベントおよ
びアクションを要約しているフロー図を示している。処理は、ロケーション位置を決定す
る状態１００において開始する。いったんロケーション位置が状態１００において決定さ
れると、移動局は、決定したロケーション位置をメモリに対して保存し、待機状態３００
に入るか、または、タグ付けされていない画像にタグ付けするために状態３３０に入る。
代替的に、位置が入手不可能である場合、移動局は、将来の予め定められた時間の期間に
おいて決定を試行するために、タイマを設定し、待機状態２００に入る。決定プロセスの
間、ユーザアクションは、移動局が、決定プロセスを中断して、画像を取り込む状態３１
０に入るようにさせてもよい。画像が取り込まれ、ロケーション位置がすでに決定されて
いる場合（これにより、状態３３０に入る）、画像は取り込まれたが、位置はまだ入手不
可能である場合（これにより、状態１００に入る）、移動局は、画像を取り込むための待
機をタイムアウトするが、画像は取り込まれず、ロケーション位置がすでに保存されてい
る場合（これにより、状態３００に入る）、そして、移動局は、画像を取り込むための待
機をタイムアウトするが、画像は取り込まれず、位置が保存されていない場合（これによ
り、状態１００に入る）、移動局は状態３１０を出てもよい。いったん、タグ付けされて
いない画像が状態３３０においてタグ付けされると、移動局は、待機状態３００に戻る。
状態３００において待機している間、移動局は、タイムアウトし、状態１００に再び入っ
てもよい。例えば、移動局は、以前に保存されたロケーション位置をリフレッシュするた
めにタイムアウトしてもよい。１つ以上の取り込まれた画像がタグ付けされておらず、予
め定められた時間の期間がまだ過ぎていない場合にも、移動局はタイムアウトすることが
あり、これにより、移動局は、別の試行および位置特定を行うことができる。
【００７３】
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　上述したいくつかのコンフィギュレーションは、画像が取り込まれる前に決定されたポ
ジションを移動局が１つ以上の画像にタグ付けすることを提供する。上述したいくつかの
コンフィギュレーションは、画像が取り込まれた後に決定されたポジションを移動局が１
つ以上の画像にタグ付けすることを提供する。移動局は、画像にタグ付けするために、２
つの異なるポジション間で選択を行ってもよい。例えば、移動局は、最後の入手可能なロ
ケーション位置を画像にタグ付けしてもよい。最後のロケーション位置から、画像が取り
込まれた時間までの、時間の期間（ＴＩＭＥ＿ＰＲＥＶＩＯＵＳ＿ＦＩＸ）を記録しても
よい。移動局は、後に、更新されたロケーション位置を決定してもよい。取り込まれた画
像から、更新されたロケーション位置までの、時間の期間（ＴＩＭＥ＿ＦＩＸ＿ＮＥＸＴ
）も記録してもよい。この次の期間（ＴＩＭＥ＿ＦＩＸ＿ＮＥＸＴ）が、以前の期間（Ｔ
ＩＭＥ＿ＰＲＥＶＩＯＵＳ＿ＦＩＸ）よりも短い場合、移動局は、以前のタグを、この更
新されたロケーション位置と置換してもよい。代替的な実施形態では、画像取り込みの時
間がロケーション位置の２つの時間の間にある場合、画像取り込みの時間を使用して、２
つの連続的なロケーション位置間のロケーションを補間することができる。
【００７４】
　今説明したように、いくつかの実施形態では、以前に決定されたロケーションが、画像
が取り込まれた後に決定されたロケーション位置が、または、２つのロケーション位置の
良好な方が、最初の画像にタグ付けされる。いくつかの実施形態では、最初の画像だけに
一意的なロケーション位置をタグ付けするモードに入るか否かを、移動局は決定する。例
えば、複数の画像を互いから短い時間の量内に取得するスポーツモードでは、移動局は、
同じロケーション位置を、取得した画像のすべてに適用してもよい。
【００７５】
　図１０Ａおよび図１０Ｂは、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、画像にタグ付
けするプロセスフローを示している。図１０Ａは、画像にタグ付けするバッチモードを示
しており、ここでは、最後のロケーション位置を使用するように移動局がコンフィギュレ
ーションされている。１００において、移動局が、ロケーション位置を決定する。いつか
将来の時間において、ユーザは、バッチモード４００に入る。バッチモードでは、ユーザ
は、図５Ｂで示したような「最後のロケーション位置を使用する」オプションを選択して
もよい。移動局は、タグ付けする画像のリスト（例えば、最後の組のタグ付けされていな
い画像、すべてのタグ付けされていない画像、またはこれらに類するもの）を示す。４１
０において、ユーザは、最後に決定したロケーション位置がタグ付けされることになる１
組の画像を選択する。４２０において、ロケーション位置が、以前に決定されてメモリに
保存されていた場合、移動体は、メモリ中に保存されている最後に決定されたロケーショ
ン位置をそれぞれの画像にタグ付けする。４３０において、メモリ中で位置が入手不可能
である場合、位置は入手不可能であることを、移動局はユーザに知らせる。代替的に、こ
のようなロケーション位置がメモリ中に存在しないときに、「最後の位置を使用」オプシ
ョンによる１組の画像にタグ付けするオプションは、このオプションをグレーアウトする
ように、ユーザに対する表示を変更してもよく、これにより、このオプションは選択不可
能になる。
【００７６】
　代替的に、位置、すなわち地理的インジケータを提供するようにユーザが問い合わせさ
れることがある。例えば、位置が入手不可能である場合、画像が取り込まれたロケーショ
ンを記載するようにユーザは入力を促されることがあり（例えば、ユーザは、「Ｗａｔ 
Ａｙｕｔｈａｙｙａ」入力すると、デバイスは、１組の画像に、このテキストをタグ付け
することができる）、これにより、その後、後処理および逆ジオコーディングが可能にな
るだろう。将来のある時点で、それぞれの画像からのこのテキストは、サーバにポート出
力され、このサーバは、ユーザが入力したテキストを、等価ＧＰＳ決定位置に整合させて
変換する。その後、ユーザが入力したテキストに加えて、または、ユーザが入力したテキ
ストの代わりに、画像に位置をタグ付けすることができる。
【００７７】
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　図１０Ｂは、画像にタグ付けするバッチモードを示しており、新しいロケーション位置
を得るように移動局がコンフィギュレーションされている。４００において、ユーザが、
バッチモード４００に入る。バッチモードでは、ユーザは、図５Ｂに示したような「新し
い位置を得る」オプションを選択してもよい。４１０において、ユーザは、次に決定され
るロケーション位置がタグ付けされることになる１組の画像を選択する。１００において
、移動局が、ロケーション位置を決定する。４２０において、ロケーション位置が決定さ
れた場合、移動体は、この決定されたロケーション位置をそれぞれの画像にタグ付けする
。４３０において、位置を決定できなかった場合、移動局は、位置は入手不可能であるこ
とをユーザに通知する。
【００７８】
　したがって、本発明は、特許請求の範囲の精神および範囲内での改良および変更により
実施できることを、理解すべきである。記述は、網羅的であることを意図せず、または、
開示した正確な形態に本発明を限定することを意図していない。本発明は、改良および変
更により実施できることを理解すべきである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　　［１］カメラを具備するデバイス中で画像に地理的タグ付けする方法において、
　画像を取り込むことと、
　衛星信号とワイヤレスネットワーク信号とを検出しようとする試行に基づいて、ポジシ
ョンを決定することと、
　前記決定したポジションを前記画像にタグ付けすることとを含む方法。
　　［２］１つ以上の画像を取り込むことに関連してどの１つ以上のポジションが使用さ
れるかを示す１つ以上のコンフィギュレーション可能なパラメータを使用することをさら
に含む［１］記載の方法。
　　［３］前記１つ以上のコンフィギュレーション可能なパラメータのうちの少なくとも
１つをユーザによってコンフィギュレーションすることをさらに含む［２］記載の方法。
　　［４］前記１つ以上のコンフィギュレーション可能なパラメータの第１の値は、前記
画像を取り込む動作の後に、前記ポジションを決定する動作が生じることを示し、
　前記１つ以上のコンフィギュレーション可能なパラメータの第２の値は、前記画像を取
り込む動作の前に、前記ポジションを決定する動作が生じることを示す［２］記載の方法
。
　　［５］前記１つ以上のコンフィギュレーション可能なパラメータの第１の値は、画像
ごとに１度、前記ポジションを決定する動作が生じることを示し、
　前記１つ以上のコンフィギュレーション可能なパラメータの第２の値は、１組の画像に
対して１度、前記ポジションを決定する動作が生じることを示す［４］記載の方法。
　　［６］前記１つ以上のコンフィギュレーション可能なパラメータのうちの少なくとも
１つをユーザによってコンフィギュレーションすることをさらに含み、
　前記１つ以上のコンフィギュレーション可能なパラメータの第１の値は、前記画像を取
り込む動作の後に、前記ポジションを決定する動作が生じることを示し、
　前記１つ以上のコンフィギュレーション可能なパラメータの第２の値は、前記画像を取
り込む動作の前に、前記ポジションを決定する動作が生じることを示し、
　前記１つ以上のコンフィギュレーション可能なパラメータの第３の値は、前記画像を取
り込む動作と同時に、前記ポジションを決定する動作が生じることを示す［２］記載の方
法。
　　［７］前記ポジションを決定する動作は、ポジションのシーケンスに依存する［１］
記載の方法。
　　［８］前記ポジションを決定する動作は、ポジションのシーケンスの補間からなる［
１］記載の方法。
　　［９］前記ポジションを決定する動作は、
　スタンドアローンＳＰＳモードと、
　支援ＳＰＳモードと、
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　ネットワーク情報モードとのうちの選択された１つに基づいて前記ポジションを決定す
ることを含む［１］記載の方法。
　　［１０］前記スタンドアローンＳＰＳモードは、第１のしきい値を満たすＳＰＳ信号
に基づいて選択され、
　前記支援ＳＰＳモードは、前記第１のしきい値よりも低い第２のしきい値を満たす前記
ＳＰＳ信号に基づいて、そしてネットワーク情報の利用可能性にさらに基づいて選択され
、
　前記ネットワーク情報モードは、前記第２のしきい値を満たさない前記ＳＰＳ信号に基
づいて、そして前記ネットワーク情報の前記利用可能性にさらに基づいて選択される［９
］記載の方法。
　　［１１］前記第１のしきい値は、前記ＳＰＳ信号の品質を示す［１０］記載の方法。
　　［１２］前記第１のしきい値は、前記ＳＰＳ信号の量を示す［１０］記載の方法。
　　［１３］前記ネットワーク情報は、セルの識別子を含む［１０］記載の方法。
　　［１４］前記ネットワーク情報は、アクセスポイントの識別子を含む［１０］記載の
方法。
　　［１５］前記画像を取り込む動作は、
　ポジションの以前の決定を中断することと、
　メモリに対して前記画像を取り込むことと、
　前記ポジションを決定する動作を開始することとを含む［１］記載の方法。
　　［１６］前記ポジションを決定しようと試行することと、
　位置は入手不可能であることを決定することと、
　アイドル状態に入ることと、
　スタンプ付けされていない画像の存在に基づいて、前記アイドル状態をタイムアウトす
ることとをさらに含む［１］記載の方法。
　　［１７］ロケーション位置をリフレッシュするために、前記アイドル状態をタイムア
ウトすることをさらに含む［１］記載の方法。
　　［１８］未使用のロケーション位置をリフレッシュするために、前記アイドル状態を
タイムアウトすることをさらに含む［１］記載の方法。
　　［１９］前記ポジションを決定する動作は、地上基地局にそれぞれ関係する複数のロ
ケーションを重み付けすることを含む［１］記載の方法。
　　［２０］前記デバイスは、セルラ電話機をさらに含む［１］記載の方法。
　　［２１］前記デバイスは、パーソナルナビゲーションデバイスをさらに含む［１］記
載の方法。
　　［２２］前記画像は、ビデオ画像を含む［１］記載の方法。
　　［２３］前記画像は、オーディオトラクトを含む［１］記載の方法。
　　［２４］前記画像は、静止画像を含む［１］記載の方法。
　　［２５］前記決定したポジションを画像にタグ付けする動作は、
　前記画像が取り込まれる前に決定された第１のポジションを前記画像にタグ付けするこ
とと、
　前記画像が取り込まれた後に決定された第２のポジションを前記画像にタグ付けするこ
ととを含む［１］記載の方法。
　　［２６］前記決定したポジションを画像にタグ付けする動作は、決定したポジション
のシーケンスを前記画像にタグ付けすることを含む［１］記載の方法。
　　［２７］カメラを具備するデバイス中で画像に地理的スタンプ付けする方法において
、
　衛星信号とワイヤレスネットワーク信号とを検出しようとする試行に基づいて、ポジシ
ョンを決定することと、
　前記ポジションを決定する動作の後に、画像を取り込むことと、
　前記決定したポジションを前記画像にタグ付けすることとを含む方法。
　　［２８］前記ポジションを決定する動作は、
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　スタンドアローンＳＰＳモードと、
　支援ＳＰＳモードと、
　ネットワーク情報モードとのうちの選択された１つに基づいて、前記ポジションを決定
することを含む［２７］記載の方法。
　　［２９］前記スタンドアローンＳＰＳモードは、第１のしきい値を満たすＳＰＳ信号
に基づいて選択され、
　前記支援ＳＰＳモードは、前記第１のしきい値よりも低い第２のしきい値を満たす前記
ＳＰＳ信号に基づいて、そしてネットワーク情報の利用可能性にさらに基づいて選択され
、
　前記ネットワーク情報モードは、前記第２のしきい値を満たさない前記ＳＰＳ信号に基
づいて、そして前記ネットワーク情報の利用可能性にさらに基づいて選択される［２８］
記載の方法。
　　［３０］前記第１のしきい値は、前記ＳＰＳ信号の品質を示す［２９］記載の方法。
　　［３１］前記第１のしきい値は、前記ＳＰＳ信号の量を示す［２９］記載の方法。
　　［３２］前記ネットワーク情報は、セルの識別子を含む［２９］記載の方法。
　　［３３］カメラを具備するデバイス中で画像のバッチを地理的スタンプ付けする方法
において、
　複数の画像を取り込むことと、
　前記複数の画像を選択することと、
　衛星信号の検出と、ワイヤレスネットワーク信号の検出とに基づいて、ポジションを決
定することと、
　前記決定したポジションを前記複数の画像にタグ付けすることとを含む方法。
　　［３４］前記ポジションを決定する動作は、前記複数の画像を選択する動作の前に生
じる［３３］記載の方法。
　　［３５］前記ポジションを決定する動作は、前記複数の画像を選択する動作の後に生
じる［３３］記載の方法。
　　［３６］前記ポジションを決定する動作は、
　スタンドアローンＳＰＳモードと、
　支援ＳＰＳモードと、
　ネットワーク情報モードとのうちの選択された１つに基づいて、前記ポジションを決定
することを含む［３３］記載の方法。
　　［３７］前記スタンドアローンＳＰＳモードは、第１のしきい値を満たすＳＰＳ信号
に基づいて選択され、
　前記支援ＳＰＳモードは、前記第１のしきい値よりも低い第２のしきい値を満たす前記
ＳＰＳ信号に基づいて、そしてネットワーク情報の利用可能性にさらに基づいて選択され
、
　前記ネットワーク情報モードは、前記第２のしきい値を満たさない前記ＳＰＳ信号に基
づいて、そして前記ネットワーク情報の前記利用可能性にさらに基づいて選択される［３
６］記載の方法。
　　［３８］前記複数の画像に関連していつポジションが決定されるかを示す１つ以上の
コンフィギュレーション可能なパラメータを使用することをさらに含む［３３］記載の方
法。
　　［３９］前記１つ以上のコンフィギュレーション可能なパラメータの第１の値は、前
記画像を取り込む動作の後に、前記ポジションを決定する動作が生じることを示し、
　前記１つ以上のコンフィギュレーション可能なパラメータの第２の値は、前記画像を取
り込む動作の前に、前記ポジションを決定する動作が生じることを示す［３８］記載の方
法。
　　［４０］カメラを具備し、画像に地理的タグ付けするデバイスにおいて、
　画像を取り込む手段と、
　衛星信号とワイヤレスネットワーク信号とを検出しようとする試行に基づいて、ポジシ
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　前記決定したポジションを前記画像にタグ付けする手段とを具備するデバイス。
　　［４１］前記ポジションを決定しようと試行する手段と、
　位置は入手不可能であることを決定する手段と、
　アイドル状態に入る手段と、
　スタンプ付けされていない画像の存在に基づいて、前記アイドル状態をタイムアウトす
る手段とをさらに具備する［４０］記載のデバイス。
　　［４２］カメラを具備し、画像のバッチを地理的スタンプ付けするデバイスにおいて
、
　複数の画像を取り込む手段と、
　前記複数の画像を選択する手段と、
　衛星信号とワイヤレスネットワーク信号とを検出しようとする試行に基づいて、ポジシ
ョンを決定する手段と、
　前記決定したポジションを前記複数の画像にタグ付けする手段とを具備するデバイス。
　　［４３］コンピュータ読み取り可能媒体を具備するコンピュータ読み取り可能プロダ
クトにおいて、
　前記コンピュータ読み取り可能媒体は、
　少なくとも１つのコンピュータに実行させるためのコードと、
　画像を取り込むように少なくとも１つのコンピュータに実行させるためのコードと、
　衛星信号とワイヤレスネットワーク信号とを検出しようとする試行に基づいて、ポジシ
ョンを決定するように少なくとも１つのコンピュータに実行させるためのコードと、
　前記決定したポジションを前記画像にタグ付けするように少なくとも１つのコンピュー
タに実行させるためのコードとを含むコンピュータ読み取り可能プロダクト。
　　［４４］前記コンピュータ読み取り可能媒体は、
　前記ポジションを決定しようと試行するように少なくとも１つのコンピュータに実行さ
せるためのコードと、
　位置は入手不可能であることを決定するように少なくとも１つのコンピュータに実行さ
せるためのコードと、
　アイドル状態に入るように少なくとも１つのコンピュータに実行させるためのコードと
、
　スタンプ付けされていない画像の存在に基づいて、前記アイドル状態をタイムアウトす
るように少なくとも１つのコンピュータに実行させるためのコードとをさらに含む［４３
］記載のコンピュータ読み取り可能プロダクト。
　　［４５］コンピュータ読み取り可能媒体を具備するコンピュータ読み取り可能プロダ
クトにおいて、
　前記コンピュータ読み取り可能媒体は、　　　　
　複数の画像を取り込むように少なくとも１つのコンピュータに実行させるためのコード
と、
　前記複数の画像を選択するように少なくとも１つのコンピュータに実行させるためのコ
ードと、
　衛星信号とワイヤレスネットワーク信号とを検出しようとする試行に基づいて、ポジシ
ョンを決定するように少なくとも１つのコンピュータに実行させるためのコードと、
　前記決定したポジションを前記複数の画像にタグ付けするように少なくとも１つのコン
ピュータに実行させるためのコードとを含むコンピュータ読み取り可能プロダクト。
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