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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搬送信号およびベースバンド信号を含みかつ超音波である変調連続波を送波するように
構成された、近似範囲内で移動可能な送波装置と、送波装置によって送波された信号を受
波し、かつ送波装置から受波した搬送信号およびベースバンド信号の両方の解析に基づき
、近似範囲内の送波装置の位置を決定するように構成された受波ユニットとを備え、ベー
スバンド信号の分析は、搬送信号の波長の大きさの程度に精度を持って位置を決定するこ
とを提供し、搬送信号の分析は、決定された波長内の位置の精度を改善することを提供す
る、小空間測位のためのシステム。
【請求項２】
　搬送信号およびベースバンド信号の両方の解析は、搬送信号の位相解析を含む、請求項
１に記載のシステム。
【請求項３】
　受波ユニットは検出器を含み、検出器は、受波ユニットによって受波された変調連続波
と予想変調連続波との間の相関を実行するように構成される、請求項１または２に記載の
システム。
【請求項４】
　変調連続波は予め定められ、予想変調連続波は送波装置によって送波された変調連続波
のレプリカである、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
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　受波ユニットは、受波された変調連続波と予想変調連続波との間の相関からベースバン
ド信号および搬送信号の相関曲線を決定するように構成される、請求項３または４に記載
のシステム。
【請求項６】
　相関曲線は、絶対相関曲線と実相関曲線を含み、受波ユニットは、絶対相関曲線におけ
る少なくとも１つのピークおよび実相関曲線における少なくとも１つのピークを決定する
ように構成される、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　受波ユニットは少なくとも１つの受波器を含み、受波ユニットは、送波装置と少なくと
も１つの受波器との間の見通し距離を決定するように構成される、請求項６に記載のシス
テム。
【請求項８】
　実相関曲線におけるピークと実質的に一時的に整合する絶対相関曲線のピークは、少な
くとも１つの受波器と送波装置との間の最尤見通し距離に対応する、請求項７に記載のシ
ステム。
【請求項９】
　実相関曲線における複数のピークから少なくとも１つのピークを選択するように構成さ
れた曖昧性レゾルバを備える、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　複数のピークは、相関曲線が相互に重畳する幾つかの遅延信号を含む受波信号から得ら
れる、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　曖昧性レゾルバは、複数のピークから絶対相関曲線のピークに最も近いピークを識別す
るように、または複数のピークから適切なピークが無いことを決定するように構成される
、請求項９または１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　曖昧性レゾルバは、複数のピークから、絶対相関曲線の下の面積の増加によって示され
るエネルギの上昇に最も近いピークを識別するように構成される、請求項９～１１のいず
れかに記載のシステム。
【請求項１３】
　曖昧性レゾルバは、決定された見通し距離の履歴追跡に基づき、複数のピークからピー
クを識別するように構成される、請求項９～１２のいずれかに記載のシステム。
【請求項１４】
　曖昧性レゾルバは、決定された見通し距離の経時的な速度追跡に基づき、複数のピーク
からピークを識別するように構成される、請求項９～１３のいずれかに記載のシステム。
【請求項１５】
　曖昧性レゾルバは、見通し線の速度の経時的な加速度追跡に基づき、複数のピークから
ピークを識別するように構成される、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　曖昧性レゾルバは、様々な受波器から算出される可能な見通し距離を比較するように構
成される、請求項９～１４のいずれかに記載のシステム。
【請求項１７】
　曖昧性レゾルバは、受波した変調連続波に適合する重畳波の最小分散または最大尤度を
決定するように構成される、請求項９～１６のいずれかに記載のシステム。
【請求項１８】
　曖昧性レゾルバは、複数のピークの少なくとも一部分に割り当てられるスコアに基づい
て、複数のピークからピークを識別するように構成される、請求項９～１７のいずれかに
記載のシステム。
【請求項１９】
　スコアは、曖昧性レゾルバによって算出された１つ以上の予め定められたパラメータの
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値に基づく、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　受波ユニットは、送波器と少なくとも１つの受波器との間の最尤見通し距離を解読する
ように構成され、受波器によって受波される信号は、相互に重畳する幾つかの遅延信号を
含む、請求項７～１９のいずれかに記載のシステム。
【請求項２１】
　受波ユニットは、搬送信号波長の１０分の１程度の精度内で位置を決定するように構成
される、請求項１～２０のいずれかに記載のシステム。
【請求項２２】
　ベースバンド信号は、別の同じシステムに使用されるベースバンド信号とは異なる、請
求項１～２１のいずれかに記載のシステム。
【請求項２３】
　受波ユニットは、送波装置によって送波されるベースバンド信号に関する情報を格納す
るように構成される、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　受波ユニットは、システムの送波装置から送波される搬送周波数による変調信号と他の
送波装置から送波される搬送周波数による変調信号とをベースバンド信号に基づいて区別
するように構成される、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２５】
　受波ユニットは、システムの伝達関数に基づいて予想変調連続波を調整するように構成
された、少なくとも１つの較正パラメータを格納するように構成される、請求項１～２４
のいずれかに記載のシステム。
【請求項２６】
　較正パラメータは、位相応答、振幅応答、および群遅延を含む群から選択される、請求
項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　変調連続波は音響波である、請求項１～２４のいずれかに記載のシステム。
【請求項２８】
　変調連続波は、空気以外の媒体を透過するように構成された１～１８ＭＨｚの範囲内の
超音波である、請求項１～２７のいずれかに記載のシステム。
【請求項２９】
　搬送信号の周波数は、変調連続波のベースバンド信号の周波数と同程度の大きさである
、請求項１～２８のいずれかに記載のシステム。
【請求項３０】
　受波ユニットは、離隔され各々が予め定められた位置に配置された少なくとも２つの受
波器を含む、請求項１～２９のいずれかに記載のシステム。
【請求項３１】
　送波装置と少なくとも２つの受波器からの２つの受波器の各々との間の見通し距離の三
角測量に基づき、送波装置の位置を決定するように構成される、請求項３０に記載のシス
テム。
【請求項３２】
　送波装置はさらに同期信号を送波するように構成され、同期信号は飛行時間遅延の開始
を規定する、請求項１～３１のいずれかに記載のシステム。
【請求項３３】
　同期信号はＩＲ信号である、請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
　同期信号はＲＦ信号である、請求項３２に記載のシステム。
【請求項３５】
　搬送信号およびベースバンド信号を含みかつ超音波である変調連続波を送波装置から送
波するステップと、
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　送波装置によって送波された信号を、相互に予め定められた距離に配置された受波器に
より受波するステップと、
　送波装置から受波した搬送信号およびベースバンド信号の両方の解析に基づいて近似範
囲内で送波装置の位置を決定するステップと
を含み、送波装置および受波器の一方が近似範囲内で移動可能であり、他方が予め定めら
れた位置に配置され、ベースバンド信号の分析は、搬送信号の波長の大きさの程度に精度
を持って位置を決定することを提供し、搬送信号の分析は、決定された波長内の位置の精
度を改善することを提供する、小空間測位のための方法。
【請求項３６】
　送波装置は近似範囲内で移動可能であり、受波器は予め定められた位置に配置される、
請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　搬送信号およびベースバンド信号の両方の解析は搬送信号の位相解析を含む、請求項３
５に記載の方法。
【請求項３８】
　受波ユニットによって受波された変調連続波と予想変調連続波との間の相関を実行する
ステップを含む、請求項３５～３７のいずれかに記載の方法。
【請求項３９】
　変調連続波は予め定められ、予想変調連続波は送波された変調連続波のレプリカである
、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　受波された変調連続波と予想変調連続波との間の相関から絶対相関曲線および実相関曲
線を決定するステップを含む、請求項３８または３９に記載の方法。
【請求項４１】
　絶対相関曲線におけるピークおよび実相関曲線におけるピークを決定するステップを含
む、請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　送波装置と少なくとも１つの受波器との間の見通し距離を決定するステップを含む、請
求項３５～４１のいずれかに記載の方法。
【請求項４３】
　相関から、絶対相関曲線と実相関曲線を決定するステップを含み、実相関曲線における
ピークと実質的に一時的に整合する絶対相関曲線におけるピークは、少なくとも１つの受
波器と送波装置との間の最尤見通し距離に対応する、請求項３８～４２のいずれかに記載
の方法。
【請求項４４】
　実相関曲線における複数のピークからピークを選択するステップを含む、請求項４３に
記載の方法。
【請求項４５】
　複数のピークは、相関曲線が相互に重畳する幾つかの遅延信号を含む受波信号から得ら
れる、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　複数のピークから絶対相関曲線のピークに最も近いピークを識別するステップを含む、
請求項４４または４５に記載の方法。
【請求項４７】
　複数のピークから、絶対相関曲線の下の面積の増加によって示されるエネルギの上昇に
最も近いピークを識別するステップを含む、請求項４４～４６のいずれかに記載の方法。
【請求項４８】
　決定された見通し距離の履歴追跡に基づいて複数のピークからピークを識別するステッ
プを含む、請求項４４～４７のいずれかに記載の方法。
【請求項４９】
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　決定された見通し距離の経時的な速度追跡に基づいて複数のピークからピークを識別す
るステップを含む、請求項４４～４８のいずれかに記載の方法。
【請求項５０】
　異なる受波器から算出された可能な見通し距離を比較するステップを含む、請求項４４
～４９のいずれかに記載の方法。
【請求項５１】
　受波した変調連続波に適合する重畳波の最小分散または最大尤度を決定するステップを
含む、請求項４４～５０のいずれかに記載の方法。
【請求項５２】
　複数のピークの少なくとも一部分に割り当てられるスコアに基づいて、複数のピークか
らピークを識別するステップを含む、請求項４４～５１のいずれかに記載の方法。
【請求項５３】
　スコアは１つ以上の予め定められたパラメータの計算値に基づく、請求項５２に記載の
方法。
【請求項５４】
　送波器と受波器との間の最尤見通し距離を解読するステップを含み、受波器によって受
波される信号は、相互に重畳する幾つかの遅延信号を含む、請求項４４～５３のいずれか
に記載の方法。
【請求項５５】
　搬送信号の波長の１０分の１程度の精度で位置を決定するステップを含む、請求項３５
～５４のいずれかに記載の方法。
【請求項５６】
　異なる送波装置から送波された信号を区別するステップを含む、請求項３５～５５のい
ずれかに記載の方法。
【請求項５７】
　区別は、予想ベースバンド信号と受波したベースバンド信号との比較に基づく、請求項
５６に記載の方法。
【請求項５８】
　予想変調連続波のテンプレートを迅速に調整するステップを含む、請求項３８～５７の
いずれかに記載の方法。
【請求項５９】
　調整は、受波した変調連続波の品質の定量的尺度に基づく、請求項５８に記載の方法。
【請求項６０】
　定量的尺度は変調連続波と予想変調連続波との間の相関からの相関スコアである、請求
項５９に記載の方法。
【請求項６１】
　変調連続波は音響波である、請求項３５に記載の方法。
【請求項６２】
　変調連続波は、空気以外の媒体を透過するように構成された１～１８ＭＨｚの範囲内の
超音波である、請求項３５～６１のいずれかに記載の方法。
【請求項６３】
　搬送信号の周波数は変調連続波のベースバンド信号の周波数と同程度の大きさである、
請求項３５～６２のいずれかに記載の方法。
【請求項６４】
　送波装置と、送波装置から送波された信号を受波するように構成された２つの受波器の
各々との間の見通し距離の三角測量を実行するステップを含む、請求項３５～６３のいず
れかに記載の方法。
【請求項６５】
　飛行時間遅延の開始を規定する同期信号を送波するステップを含む、請求項３５～６４
のいずれかに記載の方法。
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【請求項６６】
　同期信号はＩＲ信号である、請求項６５に記載の方法。
【請求項６７】
　同期信号はＲＦ信号である、請求項６５または６６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本出願は、米国特許仮出願第６０／９０７２８０号（２００７年３月２７日出願）の米
国特許法第１１９条（ｅ）項に基づく特典を主張する。
【０００２】
　発明の分野
　本発明は、その一部の実施形態では、測位システムおよび方法に関し、さらに詳しくは
、小空間測位システムおよび方法に関するが、それに限定されない。
【背景技術】
【０００３】
　小空間測位、数メートル以下の空間内の測位の分野は公知である。小空間測位システム
を利用する公知の用途は、コンピュータインタラクション用のポインティングデバイス、
ロボット工学、および機械制御システムのみならず、玩具および在庫管理用のコンピュー
タインタラクションをも含む。特定の用途は２Ｄソリューションを必要とする場合があり
、他の用途は３Ｄソリューションを必要とする場合がある。ポインティングデバイスなど
の特定の用途は片方向通信を必要とする場合がある一方、他の用途、例えばロボット工学
用途は、双方向通信を必要とする場合がある。
【０００４】
　デジタル筆記具、例えばデジタルペンは一般的に、コンピュータインタラクション用の
ペンストロークを捕捉しかつデジタル化するために使用される。公知のデジタルペンとし
て超音波式デジタルペンがある。一般的に、デジタルペンによって出力される超音波パル
ス信号は受波器によって検知され、受波器の出力から決定される距離は三角測量され、絶
対ペン位置と相関される。一般的に位置測定は、見通し線（ＬＯＳ）における送信パルス
の飛行時間（ＴＯＦ）の測定に基づく。ＴＯＦは一般的に、クロックの不正確さおよび／
またはドリフトを補償するために、送波器と受波器との間の正確な同期を必要とする。
【０００５】
　Ｅｐｏｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｌｔｄに譲渡され、「Ａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｒｏ
ｂｕｓｔ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｆｏｒ　Ａｃｏｕｓ
ｔｉｃ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ」と称し、その内容を参照によって本書
に組み込むＡｌｔｍａｎ　Ｎａｔｈａｎの国際特許出願公開第ＷＯ２００５１１１６５３
号は、位置要素および測位装置を記載しており、位置要素は、連続的に変調される音響波
形および少なくとも２つの同期パケットのシーケンスである同期信号を送波し、各同期パ
ケットは連続的に変調される音響波形のためのタイミングデータを担持する。加えて、同
期信号は時間ホッピングを使用して、複数の位置要素の同時測位をサポートする。
【０００６】
　Ｅｐｏｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｌｔｄに譲渡され、「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　
Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｏｂｔａｉｎｉｎｇ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｄａｔａ」と称
し、その内容を参照によって本書に組み込むＡｌｔｍａｎ　ＮａｔｈａｎおよびＥｌｉａ
ｓｈｉｖ　Ｏｄｅｄの国際特許出願公開第ＷＯ０３０８８１３６号は、位置を固定するた
めに復号可能な略連続的超音波を放出するための第１エミッタと、位置の固定を可能にす
る仕方で波形を検出し、かつ位置固定能力を維持する仕方で計算のために波形を出力する
ための検出器配列とを含む、位置を得るための位置要素を記載している。
【発明の概要】
【０００７】
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　本発明の一部の実施形態の態様では、小空間測位のためのシステムおよび方法を提供す
る。そのようなシステムは、公知のシステムに比べて精度の改善および／または曖昧性の
低減をもたらす。
【０００８】
　本発明の一部の実施形態の態様は、搬送信号およびベースバンド信号を含む変調連続波
を送波するように構成された、近似範囲内で移動可能な送波装置と、送波装置によって送
波された信号を受波し、かつ送波装置から受波した搬送信号およびベースバンド信号の両
方の解析に基づき、近似範囲内の送波装置の位置を決定するように構成された受波ユニッ
トとを備えた、小空間測位のためのシステムを提供することである。
【０００９】
　任意選択的に、搬送信号およびベースバンド信号の両方の解析は、搬送信号の位相解析
を含む。
【００１０】
　任意選択的に、受波ユニットは検出器を含み、検出器は、受波ユニットによって受波さ
れた変調連続波と予想変調連続波との間の相関を実行するように構成される。
【００１１】
　任意選択的に、変調連続波は予め定められ、予想変調連続波は送波装置によって送波さ
れた変調連続波のレプリカである。
【００１２】
　任意選択的に、受波ユニットは、受波された変調連続波と予想変調連続波との間の相関
からベースバンド信号および搬送信号の相関曲線を決定するように構成される。
【００１３】
　任意選択的に、受波ユニットは、絶対相関曲線における少なくとも１つのピークおよび
実相関曲線における少なくとも１つのピークを決定するように構成される。
【００１４】
　任意選択的に、受波ユニットは少なくとも１つの受波器を含み、受波ユニットは、送波
装置と少なくとも１つの受波器との間の見通し距離を決定するように構成される。
【００１５】
　任意選択的に、実相関曲線におけるピークと実質的に整列する絶対相関曲線のピークは
、少なくとも１つの受波器と送波装置との間の最尤見通し距離に対応する。
【００１６】
　任意選択的に、システムは、実相関曲線における複数のピークから少なくとも１つのピ
ークを選択するように構成された曖昧性レゾルバを備える。
【００１７】
　任意選択的に、複数のピークは、その相関曲線が相互に重畳する幾つかの遅延信号を含
む受波信号から得られる。
【００１８】
　任意選択的に、システムは曖昧性レゾルバを備え、曖昧性レゾルバは、複数のピークか
ら絶対相関曲線のピークに最も近いピークを識別するように、または複数のピークから適
切なピークが無いことを決定するように構成される。
【００１９】
　任意選択的に、曖昧性レゾルバは、複数のピークから絶対相関曲線における上昇エネル
ギに最も近いピークを識別するように構成される。
【００２０】
　任意選択的に、曖昧性レゾルバは、決定された見通し距離の履歴追跡に基づき、複数の
ピークからピークを識別するように構成される。
【００２１】
　任意選択的に、曖昧性レゾルバは、決定された見通し距離の経時的な速度追跡に基づき
、複数のピークからピークを識別するように構成される。
【００２２】
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　任意選択的に、曖昧性レゾルバは、見通し線の速度の経時的な加速度追跡に基づき、複
数のピークからピークを識別するように構成される。
【００２３】
　任意選択的に、曖昧性レゾルバは、様々な受波器から算出される可能な見通し距離を比
較するように構成される。
【００２４】
　任意選択的に、曖昧性レゾルバは、受波した変調連続波に適合する重畳波の最小分散ま
たは最大尤度を決定するように構成される。
【００２５】
　任意選択的に、曖昧性レゾルバは、複数のピークの少なくとも一部分に割り当てられる
スコアに基づいて、複数のピークからピークを識別するように構成される。
【００２６】
　任意選択的に、スコアは、曖昧性レゾルバによって算出された１つ以上の予め定められ
たパラメータの値に基づく。
【００２７】
　任意選択的に、受波ユニットは、送波器と少なくとも１つの受波器との間の最尤見通し
距離を解読するように構成され、受波器によって受波される信号は、送波装置によって送
波される信号のマルチパシングのため、相互に重畳する近接範囲の幾つかの遅延信号を含
む。
【００２８】
　任意選択的に、受波ユニットは、搬送信号波長の１０分の１程度の精度内で位置を決定
するように構成される。
【００２９】
　任意選択的に、異なるシステムには異なるベースバンド信号が使用される。
【００３０】
　任意選択的に、受波ユニットは、送波装置によって送波されるベースバンド信号に関す
る情報を格納するように構成される。
【００３１】
　任意選択的に、受波ユニットは、システムの送波装置から送波される搬送周波数による
変調信号と他の送波装置から送波される搬送周波数による変調信号とをベースバンド信号
に基づいて区別するように構成される。
【００３２】
　任意選択的に、受波ユニットは、システムの伝達関数に基づいて予想変調連続波を調整
するように構成された、少なくとも１つの較正パラメータを格納するように構成される。
【００３３】
　任意選択的に、較正パラメータは、位相応答、振幅応答、および群遅延を含む群から選
択される。
【００３４】
　任意選択的に、変調連続波は音響波である。
【００３５】
　任意選択的に、変調連続波は超音波である。
【００３６】
　任意選択的に、変調連続波は、空気以外の媒体を透過するように構成された１～１８Ｍ
Ｈｚの範囲内の超音波である。
【００３７】
　任意選択的に、変調連続波はＲＦ波である。
【００３８】
　任意選択的に、搬送信号の周波数は、変調連続波のベースバンド信号の周波数と同程度
の大きさである。
【００３９】
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　任意選択的に、受波ユニットは、離隔され各々が予め定められた位置に配置された少な
くとも２つの受波器を含む。
【００４０】
　任意選択的に、システムは、送波装置と少なくとも２つの受波器からの２つの受波器の
各々との間の見通し距離の三角測量に基づき、送波装置の位置を決定するように構成され
る。
【００４１】
　任意選択的に、送波装置はさらに同期信号を送波するように構成され、同期信号は飛行
時間遅延の開始を規定する。
【００４２】
　任意選択的に、同期信号はＩＲ信号である。
【００４３】
　任意選択的に、同期信号はＲＦ信号である。
【００４４】
　本発明の一部の実施形態の態様は、搬送信号およびベースバンド信号を含む変調連続波
を送波装置から送波するステップと、送波装置によって送波された信号を、相互に予め定
められた距離に配置された受波器により受波するステップと、送波装置から受波した搬送
信号およびベースバンド信号の両方の解析に基づいて近似範囲内で送波装置の位置を決定
するステップとを含み、送波装置および受波器の一方が近似範囲内で移動可能であり、他
方が予め定められた位置に配置された、小空間測位のための方法を提供することである。
【００４５】
　任意選択的に、送波装置は近似範囲内で移動可能であり、受波器は予め定められた位置
に配置される。
【００４６】
　任意選択的に、搬送信号およびベースバンド信号の両方の解析は搬送信号の位相解析を
含む。
【００４７】
　任意選択的に、該方法は、受波ユニットによって受波された変調連続波と予想変調連続
波との間の相関を実行するステップを含む。
【００４８】
　任意選択的に、変調連続波は予め定められ、予想変調連続波は送波された変調連続波の
レプリカである。
【００４９】
　任意選択的に、該方法は、受波された変調連続波と予想変調連続波との間の相関から絶
対相関曲線および実相関曲線を決定するステップを含む。
【００５０】
　任意選択的に、該方法は、絶対相関曲線におけるピークおよび実相関曲線におけるピー
クを決定するステップを含む。
【００５１】
　任意選択的に、該方法は、送波装置と少なくとも１つの受波器との間の見通し距離を決
定するステップを含む。
【００５２】
　任意選択的に、実相関曲線におけるピークと実質的に整列する絶対相関曲線におけるピ
ークは、少なくとも１つの受波器と送波装置との間の最尤見通し距離に対応する。
【００５３】
　任意選択的に、該方法は、実相関曲線における複数のピークからピークを選択するステ
ップを含む。
【００５４】
　任意選択的に、複数のピークは、相関曲線が相互に重畳する幾つかの遅延信号を含む受
波信号から得られる。
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【００５５】
　任意選択的に、該方法は、複数のピークから絶対相関曲線のピークに最も近いピークを
識別するステップを含む。
【００５６】
　任意選択的に、該方法は、複数のピークから絶対相関曲線における上昇エネルギに最も
近いピークを識別するステップを含む。
【００５７】
　任意選択的に、該方法は、決定された見通し距離の履歴追跡に基づいて複数のピークか
らピークを識別するステップを含む。
【００５８】
　任意選択的に、該方法は、決定された見通し距離の経時的な速度追跡に基づいて複数の
ピークからピークを識別するステップを含む。
【００５９】
　任意選択的に、該方法は、異なる受波器から算出された可能な見通し距離を比較するス
テップを含む。
【００６０】
　任意選択的に、該方法は、受波した変調連続波に適合する重畳波の最小分散または最大
尤度を決定するステップを含む。
【００６１】
　任意選択的に、該方法は、複数のピークの少なくとも一部分に割り当てられるスコアに
基づいて、複数のピークからピークを識別するステップを含む。
【００６２】
　任意選択的に、スコアは１つ以上の予め定められたパラメータの計算値に基づく。
【００６３】
　任意選択的に、該方法は、送波器と受波器との間の最尤見通し距離を解読するステップ
を含み、受波器によって受波される信号は、送波装置によって送波される信号のマルチパ
シングのため、相互に重畳する近接範囲の幾つかの遅延信号を含む。
【００６４】
　任意選択的に、該方法は、搬送信号の波長の１０分の１程度の精度で位置を決定するス
テップを含む。
【００６５】
　任意選択的に、該方法は、異なる送波装置から送波された信号を区別するステップを含
む。
【００６６】
　任意選択的に、区別は、予想ベースバンド信号と受波したベースバンド信号との比較に
基づく。
【００６７】
　任意選択的に、該方法は、予想変調連続波のテンプレートを迅速に（ｏｎ　ｔｈｅ　ｆ
ｌｙ）調整するステップを含む。
【００６８】
　任意選択的に、調整は、受波した変調連続波の品質の定量的尺度に基づく。
【００６９】
　任意選択的に、定量的尺度は変調連続波と予想変調連続波との間の相関からの相関スコ
アである。
【００７０】
　任意選択的に、変調連続波は音響波である。
【００７１】
　任意選択的に、変調連続波は超音波である。
【００７２】
　任意選択的に、変調連続波は、空気以外の媒体を透過するように構成された１～１８Ｍ
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Ｈｚの範囲内の超音波である。
【００７３】
　任意選択的に、変調連続波はＲＦ波である。
【００７４】
　任意選択的に、搬送信号の周波数は変調連続波のベースバンド信号の周波数と同程度で
ある。
【００７５】
　任意選択的に、該方法は、送波装置と、送波装置から送波された信号を受波するように
構成された２つの受波器の各々との間の見通し距離の三角測量を実行するステップを含む
。
【００７６】
　任意選択的に、該方法は、飛行時間遅延の開始を規定する同期信号を送波するステップ
を含む。
【００７７】
　任意選択的に、同期信号はＩＲ信号である。
【００７８】
　任意選択的に、同期信号はＲＦ信号である。
【００７９】
　別途定義されない限り、本書で使用されるすべての技術的用語および／または科学的用
語は、本発明が属する技術分野の当業者によって一般に理解されるのと同じ意味を有する
。本書に記載される方法および材料と類似または同等である方法および材料を本発明の実
施または試験において使用することができるが、例示的な方法および／または材料が下記
に記載される。矛盾する場合には、定義を含めて、本特許明細書が優先する。加えて、材
料、方法および実施例は例示にすぎず、限定であることは意図されない。
【００８０】
　本発明の実施形態の方法および／またはシステムを実行することは、選択されたタスク
を、手動操作で、自動的にまたはそれらを組み合わせて実行または完了することを含んで
いる。さらに、本発明の装置、方法および／またはシステムの実施形態の実際の機器や装
置によって、いくつもの選択されたステップを、ハードウェア、ソフトウェア、またはフ
ァームウェア、あるいはオペレーティングシステムを用いるそれらの組合せによって実行
できる。
【００８１】
　例えば、本発明の実施形態による選択されたタスクを実行するためのハードウェアは、
チップまたは回路として実施されることができる。ソフトウェアとして、本発明の実施形
態により選択されたタスクは、コンピュータが適切なオペレーティングシステムを使って
実行する複数のソフトウェアの命令のようなソフトウェアとして実施されることができる
。本発明の例示的な実施形態において、本書に記載される方法および／またはシステムの
例示的な実施形態による１つ以上のタスクは、データプロセッサ、例えば複数の命令を実
行する計算プラットフォームで実行される。任意選択的に、データプロセッサは、命令お
よび／またはデータを格納するための揮発性メモリ、および／または、命令および／また
はデータを格納するための不揮発性記憶装置（例えば、磁気ハードディスク、および／ま
たは取り外し可能な記録媒体）を含む。任意選択的に、ネットワーク接続もさらに提供さ
れる。ディスプレイおよび／またはユーザ入力装置（例えば、キーボードまたはマウス）
も、任意選択的にさらに提供される。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
　本書では本発明のいくつかの実施形態を単に例示し添付の図面を参照して説明する。特
に詳細に図面を参照して、示されている詳細が例示として本発明の実施形態を例示考察す
ることだけを目的としていることを強調するものである。この点について、図面について
行う説明によって、本発明の実施形態を実施する方法は当業者には明らかになるであろう
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。
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の一部の実施形態に係る小空間測位システムを示す簡易ブロ
ック図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明の一部の実施形態に係る、３つの受波器を含む小空間測位シ
ステムを示す簡易ブロック図である。
【図２】図２は、本発明の一部の実施形態に係る、位置を決定するための簡易データ流れ
図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態に係る受波信号および予想信号の相関曲線の絶対部、
虚部、および実部の概略図である。
【図４Ａ－Ｂ】図４Ａおよび４Ｂは、本発明の一部の実施形態に係る、マルチパス信号の
存在のため生じることのある潜在的曖昧性を示す例示的相関曲線である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、本発明の一部の実施形態に係る、マルチパス信号の存在のため生じ
ることのある潜在的曖昧性を示す例示的相関曲線である。
【図５】図５は、本発明の実施形態に係る、マルチパス信号の振幅、マルチパス信号の遅
延、および最強ピークに対するＬＯＳの位置の間の関係を示す例示的マップである。
【図６】図６は、ＬＯＳ信号に重畳される複数のマルチパス信号から得られる自己相関曲
線の例示的絶対部および実部の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００８３】
　本発明は、その一部の実施形態では、測位システムおよび方法に関し、さらに詳しくは
、小空間測位システムおよび方法に関するが、それに限定されない。
【００８４】
　一部の実施形態では、小空間測位システムの精度を改善するためのシステムおよび方法
を提供する。本発明の一部の実施形態では、小空間測位システムは、離隔配置された少な
くとも２つの受波器に変調連続信号を送波する。任意選択的に、同期信号も送波される。
変調連続信号は、搬送信号に埋め込まれた予め定められたベースバンド信号を含む。本発
明の一部の実施形態では、予想変調信号と受波された変調信号との間で算出される相互相
関に基づいて、ＴＯＦおよび／またはＬＯＳ距離が決定される。本書で使用する場合、相
互相関という用語は、信号を比較することのできる任意の比較関数、例えば最小分散、最
小絶対誤差等を意味する。任意選択的に、同期信号は変調連続信号と共に送波され、ＴＯ
Ｆ遅延の開始を定義する。
【００８５】
　本発明の実施形態では、例えばダウンコンバージョンを除去および／または実行するこ
となく、かつ搬送信号の低域フィルタの有無に関係なく、搬送信号およびベースバンド信
号の両方で相互相関が実行される。本発明の一部の実施形態では、予想搬送波形および受
波搬送波形の相互相関は、搬送信号の位相解析の実行を容易化する。
【００８６】
　本発明の一部の実施形態では、ベースバンド（ＢＢ）信号は、搬送信号の波長に対応す
る程度の精度で測位をもたらす一方、搬送信号の位相解析は、その波長内の位置に関する
情報を提供することによって精度を改善する。
【００８７】
　本発明の一部の実施形態では、本書に記載するシステムおよび方法は、音響測位システ
ムに対して得られる精度の改善を容易化する。本発明の一部の実施形態では、搬送信号の
波長の約１０００分の１程度の精度を達成することができる。一般的に、精度は信号対雑
音比（ＳＮＲ）によって制限される。無限ＳＮＲでは、精度も無限であり得る。実際には
、ＳＮＲは２０ｄＢにまで上ることがあり、精度に関して依然として非常に良い結果をも
たらすことがある。発明者は、本書に記載するシステムの精度の制限因子がＳＮＲではな
い（それが充分に高い場合、例えば一般的に１５ｄＢ超の場合）ことを見出した。制限因
子は、オフィス／ホーム環境でさえもわずかに変動する音の速度の繰返し性である。音の
速度の小さいゆらぎはシステムの精度を制限する。
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【００８８】
　一部の例示的実施形態では、搬送信号およびＢＢ信号は、搬送信号がＢＢ信号の周波数
範囲内および／またはＢＢ信号と同程度の周波数になるように選択される。
【００８９】
　一部の例示的実施形態では、搬送信号およびＢＢ信号は音響信号であり、超音波（ＵＳ
）周波数範囲内に存する。他の例示的実施形態では、搬送信号およびベースバンド信号は
電磁波であり、ＲＦ範囲内に存する。
【００９０】
　本発明の一部の実施形態では、マルチパス信号の存在下でＬＯＳ距離を決定するときに
、曖昧性を解消するためのシステムおよび方法を提供する。曖昧性は相関曲線、例えば原
信号およびマルチパス信号の相関曲線の重なり合いによるものであり、原ＬＯＳピークの
識別を困難にする。
【００９１】
　本発明の実施形態によると、マルチパス信号への暴露中に、最尤測位を決定するために
１つまたはそれ以上のパラメータが算出される。一部の例示的実施形態では、複数の定義
されたパラメータに基づいて最尤測位を決定するために、スコアリングシステムが使用さ
れる。一部の例示的実施形態では、相関のエンベロープおよび実部における曖昧性を解消
するためにピークの解析が実行される。一部の例示的実施形態では、曖昧性を解消するた
めに履歴追跡が実行される。一部の例示的実施形態では、曖昧性を解消するために速度追
跡が実行される。一部の例示的実施形態では、曖昧性を解消するために、受波器の各々で
受波された信号間の比較が実行される。
【００９２】
　ここで、本発明の一部の実施形態に係る小空間測位システムを記載する簡易ブロック図
を示す図１Ａを参照する。本発明の一部の実施形態では、測位システム１００は一般的に
、その位置が近似範囲内で、例えば定義された領域内で決定される移動可能なかつ／また
は可搬性の送波装置１１０、およびその定義された領域内で送波装置１１０によって送波
された信号を捕捉するため、かつ受波信号のＴＯＦ解析に基づいて送波装置の位置を決定
するための受波装置１２０を含む。一般的には、受波装置１２０は静止している。
【００９３】
　本発明の実施形態では、送波装置１１０は予め定められた変調連続信号１１２を送波す
る。受波装置１２０の１つ以上の受波器、例えば受波器１２１および受波器１２２は、送
波装置１１０によって送波された信号を捕捉する場合がある。受波信号は、搬送波および
ＢＢ相関器１５２を用いて、予想信号、例えば受波器側に予め格納された所定の変調連続
信号のレプリカ（または受波器側における算出信号または受波器による捕捉信号）と比較
される。一般的に、搬送波およびＢＢ相関器は処理ユニット１６０と一体的である。予め
定められた変調連続信号のテンプレート、モデル、および／または特徴は一般的に、メモ
リ１５１、例えば不揮発性メモリに予め格納される。本書で使用する場合、テンプレート
とは、数学的系列からデジタル化入力データまで予想される信号のフルモデルである。一
部の例示的実施形態では、基準モデル、例えばテンプレートは、算出基準の「開始点」と
して使用することができる。各システムは伝達関数に関して送波器と受波器との間で少し
異なる場合がある。一部の例示的実施形態では、受波器は、テンプレートを「迅速に」ま
たは特別な較正モードで調整することによって、これらの相違を受け入れることができる
。この目的のために、受波信号の品質の定量的尺度が実現される場合がある。１つの例示
的実施形態では、定量的尺度は相関スコアである。一部の例示的実施形態では、信号の品
質を定義するために、相関スコアの予め定められた閾値が実現される。例えば相関スコア
が予め定められた閾値を超える場合、システムは受波信号を用いてテンプレートを調整す
ることができる。
【００９４】
　任意選択的に、送波装置１１０は同期信号１１６をも送波し、それは同期受波器１２３
によって検出され、受波した変調信号１１２のＴＯＦを決定するために遅延カウントをプ
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ロンプトするために、処理ユニット１６０によって実現される。一部の例示的実施形態で
は、同期信号１１６はＩＲ信号である場合があり、同期受波器１２３はＩＲ検出器である
場合がある。他の例示的実施形態では、ＲＦ信号が同期のために使用される場合がある。
一般的に、同期ユニットは、測位システム１００の寸法に対して略零のＴＯＦを有する。
ＴＯＦは一般的に、変調信号の伝搬速度のみならず、送波装置１１０と受波装置１２０と
の間の距離にも基づく。
【００９５】
　受波器１２１および１２２は、送波装置１１０から信号および／または複数の信号を受
波する。一般的に、受波器１２１および１２２は静止し、離隔され、予め定められた位置
に配置される。１つの例示的実施形態では、受波器１２１および１２２は、コンピューテ
ィングデバイス、例えばパーソナルコンピュータ、携帯電話装置、パーソナルデジタルア
シスタント（ＰＤＡ）の縁に沿って配置される。本発明の一部の実施形態では、受波器１
２１および１２２はマイクロフォンであってよい。本発明の実施形態では、受波器１２１
および１２２と電気的または論理的通信状態にある搬送波およびＢＢ相関器１５２は、Ｂ
Ｂ信号をその搬送波から抽出することなく、かつ／または搬送信号と共に、受波した変調
信号および予想変調信号を相互相関させる回路構成を含む。一般的に、予想変調信号のテ
ンプレートは受波信号との相互相関のために実現される。
【００９６】
　受波した同期信号は、遅延の開始を設定するため、かつモバイルユニットと基地局との
間でクロックを同期させるためにも利用される。プロセッサ１６０は、搬送波およびベー
スバンド信号の相互相関結果に基づいて測位を決定する。本発明の一部の実施形態では、
各受波ユニットは専用の搬送波およびＢＢ相関器１５２に関連付けられる。本発明の代替
的実施形態では、搬送波およびＢＢ相関器ならびに／またはその機能は、例えば測位シス
テムに関連付けられたパーソナルコンピュータまたはコンピューティングデバイス内の処
理ユニット１６０と一体的である。本発明の一部の実施形態では、プロセッサ１６０は高
速フーリエ変換（ＦＦＴ）能力を含み、受波信号の位相および振幅解析を実行するために
使用される。本発明の一部の実施形態では、メモリユニット１５１はメモリ能力、例えば
受波信号からの情報、予想変調連続信号のパラメータ、および／または他の情報を格納す
るメモリ能力を含む。メモリユニット１５１は、揮発性メモリのみならず、不揮発性メモ
リをも含むことができる。一部の例示的実施形態では、メモリユニット１５１は、特定の
ハードウェアセット、例えば受波器および送波器の機能、例えば伝達関数に基づき、テン
プレートを調整するために実現される１つ以上の較正パラメータを格納する。例示的較正
パラメータは、数あるパラメータの中でも特にテンプレートの位相、振幅、および群遅延
を含むことができる。
【００９７】
　本発明の一部の実施形態では、同期信号源１１６は、測位システム１００の寸法に対し
て略零のＴＯＦおよび／または到達時間（ＴＯＡ）の信号源であってよい。例えば、同期
信号はＩＲ信号、ＲＦ信号、および／またはテザード信号であってよい。
【００９８】
　本発明の一部の実施形態では、同期信号１１６は、アンテナまたはＩＴ送波器を介して
送波され、変調連続信号１１２は別のアンテナを介して送波されてよい。一部の例示的実
施形態では、同期信号１１６および変調連続信号１１２は単一アンテナを介して送波され
てよい。
【００９９】
　本発明の一部の実施形態では、変調連続信号源１１２は、例えば超音波範囲で音響信号
源であってよい。例えば、変調連続信号源１１６の信号範囲は、約２０から８０ＫＨｚの
間で、かつ／または最高２００ＫＨｚまで変動することがある。２００ＫＨｚを超える周
波数も音響信号に使用される場合があるが、発明者らは、音響信号の周波数が増大すると
、ＬＯＳを喪失する傾向が高くなることを見出した。周波数の増大は、波長近傍またはそ
れより大きい寸法の小さいアーチファクトによる全体的な音響応答に対し、または送波信
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号の減衰率に対し影響を及ぼし、結果的にシステムの有効範囲が小さくなる場合がある。
【０１００】
　本発明の他の実施形態では、信号源１１２はＲＦ信号源であってよい。一部の例示的実
施形態では、ＲＦ信号源は、極超短波（ＵＨＦ）範囲、例えば４３３ＭＨｚ、８６８ＭＨ
ｚ、９００ＭＨｚ、９１５ＭＨｚ、および２．４ＧＨｚの信号、および／または超広帯域
（ＵＷＢ）範囲、例えば３．１～１０．６ＧＨｚの信号を放出する場合がある。送波装置
と受波装置との間の距離は、ＬＯＳ上の送波装置から受波装置までの変調連続信号のＴＯ
Ｆ、例えば送波装置と受波装置との間の最短距離に基づいて決定される。２次元における
送波装置の位置は、２つの受波器の各々から決定される距離の三角測量に基づいて決定す
ることができる。３次元における位置を決定するために、３つ以上の受波器を使用するこ
とができ、例えば３つの受波器を使用することができる。
【０１０１】
　一般的に、コンピュータポインティングデバイスの場合、かつ／またはデジタルペンシ
ステムの場合、送波装置はポインティングデバイスおよび／またはペン内に埋め込まれ、
取り付けられ、または他の仕方で組み込まれる一方、少なくとも２つの受波器は、送波信
号を受波するために、所定の静止位置に配置される。受波信号に基づき、プロセッサ１６
０は、搬送およびＢＢ信号に基づいてＴＯＦを算出し、かつ一般的に三角測量を実行して
送波装置の位置を時間の関数として決定する。
【０１０２】
　ここで、本発明の一部の例示的実施形態に係る、３つの受波器を含む小空間測位システ
ムを示す簡易ブロック図を示す、図１Ｂを参照する。本発明の一部の実施形態では、測位
システム１０１は、所定の位置にかつ相互に所定の距離にある３つの受波器１２１、１２
２、および１２４を含む。一部の例示的実施形態では、受波器１２１、１２２、１２４は
、単一面内に、たとえばディスプレイフレームの３つの点位置に配置される。代替的に、
受波器１２１，１２２、および１２４のうちの１つは、異なる面内に配置されていてよい
。一部の実施形態では、３つの受波器を実現することで、同期信号無しに位置を検出する
ことが容易になる。一部の例示的実施形態では、位置は、３つの受波器間の時間遅延差を
比較することによって決定される。
【０１０３】
　一部の実施形態では、同期信号１１６は、例えばＲＦシステム用に、変調連続信号１１
２に埋め込まれており、専用アンテナを必要としない。
【０１０４】
　ここで、本発明の一部の実施形態に係る、位置を決定するための簡易データ流れ図を示
す図２を参照する。本発明の実施形態では、２つ以上の受波器、例えば受波器１２１およ
び１２２によって捕捉された信号は、受波信号の遅延解析を予め定められた周波数帯域内
で実行することができるように、ＦＦＴ２１０を受ける場合がある。本発明の一部の例示
的実施形態では、受波器によって捕捉された信号は、ＦＦＴを実行する前にフィルタリン
グされ、かつ増幅されてよい。任意選択的に、同期信号を受波するために同期受波器１２
３、例えばＩＲ検出器が使用され、受波された音響信号の位相に対して固定した関係を有
する信号を生成するために、タイミングデジタル位相ロックループ（ＤＰＬＬ）２１４を
実現してよい。本発明の一部の実施形態では、受波器１２１および１２２から受波した信
号のタイミング補正が、周波数ドメインで、受波変調信号と送波変調信号との間で検出さ
れた時間シフトに基づいて実行される。一般的に、補正された信号は、位置を決定するそ
の後の処理のために、メモリ２２０に保存される。一部の例示的実施形態では、メモリ２
２０はメモリ１５１と一体的である（図１）。タイミング補正がユニット２１２によって
実行された後で、相関器は、２２３に格納されたテンプレートと入力データとの間の相互
相関を実行する。本発明の一部の実施形態では、相関器２４０は、予想変調連続信号、例
えばメモリ１５１（または図２のメモリ２２３）に保存された予め定められた変調連続信
号を、メモリ２２０に保存された受波変調連続信号と相互相関するために実現される。本
発明の一部の実施形態では、相関器２１６は、相関曲線のエンベロープおよび実部を算出
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し、エンベロープピークおよび実部のピークの位置に基づいて、ＴＯＦを決定することが
できる。本発明の一部の実施形態では、曖昧性レゾルバ２１８は、マルチパス信号、例え
ば相関エンベロープのマージを導くマルチパス信号の受波の結果生じる、ＬＯＳ距離の決
定における曖昧性を解消するために実現される。一部の実施形態では、ＴＯＦおよび／ま
たはＬＯＳの距離を決定する際に、以前のサンプルから格納された情報および／または他
の受波器からの出力信号が考慮されてよい。格納されたデータは、１つ以上の定義された
パラメータ値、閾値、および／またはＴＯＦの決定に有用な他の情報を含む場合がある。
本発明の一部の実施形態では、格納されたデータはテーブル、例えば予想される信号、予
め格納された信号、および／または基準信号のテーブルを含む場合がある。送波された音
響信号の起点の位置は、受波器１２１および１２２から受波された信号から決定されるＴ
ＯＦに基づいて、座標推定器２２２によって決定されてよい。一部の例示的実施形態では
、起点の位置は、予め定められた座標系内で、受波器の位置に対して相対的に画定される
。
【０１０５】
　本発明の一部の実施形態では、プロセッサ１６０はテンプレートを使用して、基準信号
および／または予想信号のルックアップテーブルを構築し、それに照らして受波信号を比
較して最良一致距離を見つけることができる。一部の実施形態では、予想される波形は、
ナイキストレートでサンプリングされ、サンプリングポイント間のタイミングミスマッチ
は外挿関数によって克服して、距離を明らかにすることができる。本発明の一部の実施形
態では、同期信号、例えばＩＲ信号を使用して、遅延の開始が設定され、かつモバイルユ
ニットと基地局との間でクロックも同期化される。音響信号が異なる角伝達関数を有する
ことを当業者は理解されるであろう。本発明の一部の実施形態では、この現象を補償する
ために、基地局にイコライザを追加することができる。
【０１０６】
　本発明の実施形態では、曖昧性検出器によって得られる最尤信号を使用して、テンプレ
ート信号から最尤非零距離が識別される。本発明の一部の実施形態では、座標推定器２２
２は、組み込まれる国際特許出願公開第ＷＯ０３０８８１３６号に記載されたものと同様
の最尤検出器を含む場合がある。
【０１０７】
　本発明の一部の実施形態では、連続信号１１２は、
｜ω｜＞Ｂ／２ではＳＬ（ω）＝０、それ以外ではＳＬ（ω）≠０
となるように、フーリエ変換ＳＬ（ω）を有する複合低域通過時間ドメイン信号ＳＬ（ｔ
）により変調される。
【０１０８】
　この信号の周波数ドメインにおける自己相関は次の通りである。

時間ドメインの自己相関関数ｃＬＬ（ｔ）は対称となることに注目されたい（周波数応答
が実であるため）。
【０１０９】
　両側帯域通過信号ＳＢＰ（ω）は、ＳＬ（ω）の周波数応答を搬送周波数ωｃの前後に
（正および負周波数に）配置することによって同期化することができる。
【０１１０】
　本発明の実施形態では、ＳＢＰ（ω）の自己相関および／または相互相関は（ωｃ≧Ｂ
／２と仮定して）次のように表わすことができる。

時間ドメイン表現は次の通りである。
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ＳＬ（ω）が対称的である場合、ＣＬＬ（ｔ）は実であることに注目されたい。
【０１１１】
　一部の例示的実施形態では、両側ＳＢＰ（ω）信号の代わりに、正周波数のみが情報を
含む片側表現ＳＢＰ＋（ω）が使用される。
【０１１２】
　この信号の自己相関は次の通りである。

ＣＢ＋ＰＢＰ＋（ｔ）の絶対部は、ＢＢ信号の自己相関に対応する。フェーザ（複素指数
）は、この応答に変調項を追加する。
【０１１３】
　ここで、本発明の実施形態に係る、受波信号と予想信号との間の相互相関曲線の絶対部
および実部の概略図を示す図３を参照する。相関曲線および／またはエンベロープ曲線３
１０の絶対部は、ベースバンド自己相関を表わす一方、相関曲線３２０の実部は搬送信号
相互相関を表す。図３から分かるように、搬送信号３２０の相関曲線は、ベースバンド信
号３１０に対応する相関曲線より狭い。相関曲線３２０は、搬送信号に埋め込まれた追加
位相情報を提供する。搬送信号３２０の相関曲線は狭いので、それはエンベロープ曲線３
１０によって決定される波長内の距離のより正確な推定を可能にする。
【０１１４】
　本発明の実施形態では、ＬＯＳ信号の遅延は、線３５０が時間軸（Ｘ軸）と交わるとき
に発生し、エンベロープ曲線３１０の範囲内で相関曲線の実部のピークに対応する時に画
定される。一部の例示的実施形態では、相関曲線３３０の虚部は、搬送信号に埋め込まれ
た追加の位相情報を提供するために使用することができる。一部の例示的実施形態では、
相関の虚部および実部の両方が、位相情報を決定するために実現することができる。
【０１１５】
　本発明の実施形態では、相関曲線のベースバンド部からの情報を、搬送波によって提供
される位相情報と結合することにより、ＴＯＡのより正確な推定が可能になる。一般的に
、例えば帯域幅が充分であるならば、ベースバンド信号は、波長程度の精度の情報を含む
。搬送信号はより狭い帯域を有し、エンベロープによって画定される波長内に位相情報を
提供する。ベースバンドおよび搬送波からの結果を結合することにより、曖昧性を生じる
ことなく距離のより正確な推定が可能になり、結果的に搬送波との相関を使用するだけで
すむことを発明者らは見出した。
【０１１６】
　本発明の一部の実施形態では、方形ＢＢ信号の理想的な自己相関結果は、ｓｉｎｃ（ｘ
）の形を持つエンベロープ３１０、およびピークがエンベロープのピークと整列する搬送
波３２０となる。ｓｉｎｃ（ｘ）はｓｉｎ（ｘ）／ｘを表わす。ｓｉｎｃ（ｘ）は信号の
有限帯域幅による。ｓｉｎｃ（ｘ）の主ローブの幅は、信号の帯域幅に比例する。本発明
の一部の実施形態では、搬送信号との相関を用いることにより、精度は１０倍改善される
。
【０１１７】
　本発明の実施形態では、他のシステムに比べて改善された精度は、ＴＯＡおよび／また
はＴＯＦを決定するときに、搬送信号に埋め込まれた位相情報を考慮することによっても
たらされる。例えばＲＦ測位システムで測位のために変調連続信号を使用する公知のシス
テムでは、搬送信号は除去され、ＴＯＡ、ＴＯＦ、および／またはＬＯＳ距離を決定する
ときに考慮されない。
【０１１８】
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　本発明の実施形態では、搬送信号の周波数、例えば３０～６０ＫＨｚは、帯域幅、例え
ば５０～１００ＫＨｚとほぼ同程度である。サンプリングレートは一般的に帯域幅に基づ
いて、例えばエイリアシングを回避するために帯域幅の少なくとも２倍になるように決定
されるので、一般的に実信号を決定するために使用されるサンプリング周波数は、利用可
能なシステム、例えば音響小空間測位システムのサンプリングレートを著しく増大するこ
となく、搬送信号情報を考慮することができるように、搬送信号をサンプリングするのに
も適用可能である。
【０１１９】
　一般的に、これは、搬送周波数が数百ＭＨｚの程度である一方、帯域幅がかなり小さい
ＲＦシステムの場合には当てはまらない。しかし、高いサンプリングレート、例えば３～
４ＧＨｚおよび／またはさらに高いレート、例えば６～８ＧＨｚのサンプリングレートを
持つ受波器を含む公知のＲＦシステムの場合、本書に記載するシステムおよび方法を用い
て、搬送信号の位相情報を適用することもできる。
【０１２０】
　本発明の一部の実施形態では、搬送信号は一般的にベースバンド信号より頑健であり、
その位置とＬＯＳを維持し、例えばマルチパス信号にもかかわらず、その位置とＬＯＳを
維持する。本発明の一部の実施形態では、搬送信号の頑健性のため、相関を決定するとき
に、ＢＢ信号に依存して相関を決定するシステムに比べて、測位システムの環境ノイズに
対する感受性が低減される。
【０１２１】
　ここで、本発明の一部の実施形態に係る、マルチパス信号の存在のため生じることのあ
る潜在的曖昧性を示す例示的相関曲線の組を示す図４Ａ～４Ｃを参照する。本発明の一部
の実施形態では、短距離マルチパス信号が存在する場合、幾つかの遅延信号は近接範囲内
で検出器に到着し、相互に重畳し、それによって結果的に生じる相関曲線が不明瞭になる
。本発明の実施形態では、マルチパス信号が存在するので、その対応する相関曲線４５０
が見通し線（ＬＯＳ）信号の相関曲線４００から距離を置いて現われる場合、最大相関点
４１０を示す相関の実部および絶対部におけるピークは明瞭であり、ＬＯＳ距離を決定す
ることができる（図４Ａ）。ＬＯＳは信号が受波された最短距離であり、かつ／またはマ
ルチパシング無しの送波器と受波器との間の距離である。最短距離は遅延４１０を持つ第
１ピークによって表わされるので、この第１ピークがＬＯＳ信号を表わすことは明瞭であ
る。
【０１２２】
　本発明の実施形態では、曖昧性は短いマルチパス信号、例えば搬送信号の１波長の大き
さ程度の距離からのマルチパス信号から生じることがある。マルチパス遅延４６０がＬＯ
Ｓ遅延４１０（図４Ｂ～４Ｃ）に近づくにつれて、相関曲線の形状は、ＬＯＳ信号４１０
およびマルチパス信号４６０の相関曲線の重畳のため不明瞭になることがある。
【０１２３】
　一般的に、図４Ｂに示す通り、近接マルチパシングが生じたときに、複数の潜在的ＬＯ
Ｓピーク、例えばピーク４０５および４５５が相関曲線の実部に見られ、どのピークがＬ
ＯＳに対応するかについての曖昧性を導くことがある。一見して、エンベロープ曲線４９
９および実曲線４８８は、実曲線４８８がその最大ピーク４５５を有するとき４６０に、
最大相関を指し示すように見えるが、ＬＯＳピークは遅延４１０で発生する。
【０１２４】
　一部の例示的実施形態では、さらに近接したマルチパス信号が現われる場合（図４Ｃ）
、ＬＯＳ信号および遅延はさらに曖昧になり、実相関曲線における潜在的ピーク、例えば
ピーク４０６、４０７、および４０８はいずれも、遅延４１０に対応する原ＬＯＳピーク
に対応しない場合がある。信号の重畳は、ＬＯＳピークではないピークの増幅、および／
またはＬＯＳに対応するピークの減衰を導く場合がある。ＬＯＳ距離に関する曖昧性にも
かかわらず、最尤ＬＯＳピークを決定するために２つ以上の判断基準を検討することが必
要になる場合がある。
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【０１２５】
　ここで、本発明の実施形態に係る、見通し線位置を識別するために使用され得る、単一
マルチパス信号の振幅、単一マルチパス信号の遅延、および結果的に生じたピーク間の関
係を表わすマップを示す図５を参照する。プロットは、近隣のピークと比較して最も近接
したＬＯＳ実ピークの相対的高さを示す。１実施例では、凡例の０のスコアは、ＭＰ振幅
がＬＯＳより低く、ＭＰの遅延が大きいことを示す。他方、３のスコアはＭＰ振幅がＬＯ
Ｓ振幅と同じ高さまたはそれ以上の高さであり、ＬＯＳとＭＰとの間の遅延が比較的小さ
いことを示す。２のスコアは、最高ピークがＬＯＳの右側に現われたことを示す。本発明
者らは、ＭＰ振幅がＬＯＳより高くなり始め、ＭＰ遅延が搬送波長の１．５倍より少し低
いときに、このピークはその近隣より低くなることを見出した。これらの場合は、解決が
難しい。図４Ｃは、１．２の振幅を持つＭＰ信号および搬送波長の０．４８６倍のＭＰ遅
延を持つＭＰ信号に対応するシミュレーション事例を示す。
【０１２６】
　本発明の実施形態では、曖昧性レゾルバ２１８（図２）は、マルチパス信号の重畳から
生じる曖昧性を解消するために実現される。ここで、ＬＯＳ信号に重畳される複数のマル
チパス信号から得ることのできる自己相関曲線の例示的絶対部および実部の概略図を示す
図６を参照する。一見して、エンベロープ曲線４９９および実曲線４８８は、実曲線４８
８がその最大ピーク４６２を持つとき４６９に、最大相関を指し示すように見える。本発
明の一部の実施形態では、ＬＯＳピーク、例えばＬＯＳ距離に対応するピークを解読、推
定、および／または選択するために１つ以上の基準および／またはパラメータが考慮され
、かつ／または計算されてよい。一部の例示的実施形態では、エンベロープピーク４９９
および搬送波ピーク４６２の間の距離が考慮されてよい。例えば、本発明者は、エンベロ
ープピークに最も近い搬送波ピークがＬＯＳピークであると予想することができることを
見出した。例えば図６で、ピーク４６２は、エンベロープピーク４６１に最も近いのでＬ
ＯＳピークの強力な候補としてみなすことができる。加えて、または代替的に、エンベロ
ープピークから予め定められた距離より先のピークは弱い候補として却下され、排除のプ
ロセスによってＬＯＳピークを選択することができる。例えばピーク４２５および４３０
は弱い候補として却下することができる。
【０１２７】
　さらに、エンベロープピークと搬送波ピークとの間の上述の距離は、最尤ＬＯＳピーク
を推定するために考慮される幾つかのパラメータおよび／または基準の１つにすぎない。
考慮することのできる１つの他のパラメータは、ピークがエンベロープの上昇部または急
上昇部に位置するか否かである。本発明者は、ＬＯＳピークがエンベロープ曲線の上昇エ
ネルギ部に位置するピーク、例えば曲線４２０が上昇しているときの最も急な部分の第１
ピークであると予想されることを見出した。例えばこのパラメータに基づいて、ピーク４
２２がＬＯＳピークであると決定することができる。
【０１２８】
　本発明の一部の実施形態では、現在のサンプルで最尤ＬＯＳピークを選択するときに、
以前のサンプルにおけるＬＯＳピークに対応する位置および／または距離が考慮されてよ
い。一部の例示的実施形態では、現在の最尤ＬＯＳピークを決定するときに、近接マルチ
パスによる曖昧性が存在しない以前のサンプルで解読されたＬＯＳピークに対応する位置
および／または距離を、基準点として考慮しかつ使用することができる。例えば４つ前の
サンプルで、サンプルにマルチパス曖昧性が無いのでＬＯＳピークが受波器からの距離Ａ
に対応することが明瞭である場合、どれが現在のサンプルの最尤距離およびしたがってＬ
ＯＳピークであるかを決定するために、そのサンプルを基準点として使用することができ
る。ＬＯＳピークの以前の位置、例えば曖昧性の無い位置に基づくＬＯＳピークの位置の
履歴追跡は、正しいＬＯＳピークを選択する尤度を改善することができる。一部の例示的
実施形態では、異なる可能性に対するスコアが決定され、最良のメトリックの可能性が、
現在のサンプルの最尤ＬＯＳピークとして選択され得る。
【０１２９】
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　本発明の一部の実施形態では、ＬＯＳピークによって決定された距離の速度追跡を可能
にするために、以前の信号と現在の信号との間の相互相関が実行される。本発明の一部の
実施形態では、以前の信号と現在の信号との間の相互相関を使用して、速度追跡が実行さ
れてよい。実現される用途に応じて、サンプリングポイント間の適正かつ／または有望な
速度範囲を予め定めることができる。予め定められた範囲外の見込みの無い速度に対応す
るピークは、有望なＬＯＳピークとして失格であり、かつ／または結果的に低いスコアに
なることがある。例えばペンデジタイザシステムでは、送波装置を移動させるために一般
的に手の動きが使用される。手の動きの可能な範囲は公知であり、定められた時間に対す
るＬＯＳの見込みの無い位置および／または位置の変化を除外するために使用することが
できる。一部の例示的実施形態では、以前にサンプルに対して予め定められた速度に基づ
いて、ＬＯＳピークにスコアを付与することができる。最良のスコアを持つ、例えば最尤
速度を持つＬＯＳピークは、最尤ＬＯＳピークとして選択することができる。２つのサン
プル、例えば隣接するサンプル間で、かつ／または複数のサンプル間で、速度追跡を実行
することができる。一部の例示的実施形態では、曖昧性を持たない以前のサンプルを用い
て、速度追跡を実行することができる。
【０１３０】
　本発明の一部の実施形態では、別の受波器から得られた情報を使用して、最尤ＬＯＳピ
ークを解読することができる。一部の例示的実施形態では、２つの受波器、例えば受波器
１２１および１２２（図１）から受波した入力信号間の相互相関を実行して、最尤ＬＯＳ
ピークを決定することができる。本発明者らは、マルチパシングによる曖昧性が一般的に
、両方の受波器に対して同時にかつ／または同様には影響を及ぼさないことを見出した。
本発明の一部の例示的実施形態では、各入力信号は、別の受波器および／または受波信号
のためのテンプレートとして実現することができる。各受信器からの結果を比較したとき
に、追加情報が加えられ、位置の曖昧さを排除かつ／または低減することができる。
【０１３１】
　上記パラメータのいずれかのみならず、他のパラメータも、最尤ＬＯＳピークを決定す
るために単独で、または組み合わせて使用することができる。一部の例示的実施形態では
、各パラメータが各ピークにスコアを与えるように、異なるパラメータ値に基づいてスコ
アリングシステムを使用し、次いで最高（または最低）スコアを持つものをＬＯＳピーク
として選択する。パラメータの各々に重み付けを適用することができる。例えば重要なパ
ラメータには、他のパラメータと比べてより大きい重みを与えることができる。一部の実
施形態では、最高スコアを得たピークを最尤ＬＯＳピークであると決定することができる
。代替的に、スコアリングシステムは、最低スコアを得たピークが最尤ＬＯＳピークとし
て選択されかつ使用されるように定義される。
【０１３２】
　一部の実施形態では、最尤ＬＯＳピークの解読を補助するために、他のパラメータおよ
び／または追加パラメータが考慮されてよい。
【０１３３】
　本発明者らは、音響測位の場合、ＵＳ周波数範囲の送波信号を使用すると有利であるこ
とを見出した。ＵＳ波は音響スペクトルの高端部に位置する。一般的に高い周波数の搬送
信号の場合、高い精度を得ることができる。別の利点は、ＵＳ送波器が他の音響送波器と
比較して、かつ／またはＲＦ送波器と比較して、我々の一般的な環境であまり目立たない
ので、ＵＳ波が一般的に、環境ノイズからの干渉に対する感受性が低いことである。追加
ＵＳ送波器および／またはＵＳ信号が周囲環境に現われた場合、周波数が高いほど減衰率
が大きくなるので、それらは一般的に他の音響波より速く減衰する。ＵＳ測位システムの
別の利点は、必要な送波エネルギ量について、ＵＳ送波器および／または受波器が一般的
に他の信号送波器および／または受波器より小さいことである。加えて、ＵＳ周波数範囲
は人間には聞こえないので、音響測位システムに使用される他の音響範囲より、ユーザイ
ンタラクションにとってより実用的である。一部の例示的実施形態では、実現される音響
周波数の範囲は、より高い範囲の信号の場合ＬＯＳの一時的な損失に対する感受性がより
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大きいので、制限することができる。
【０１３４】
　システムおよび方法を主に２０～１００ＫＨｚの範囲の音響信号について記載したが、
本書に記載するシステムおよび方法は、一般的により高い周波数、例えば肝臓および腎臓
などの深部構造用に１～６ＭＨｚ、または筋肉、腱、胸部、精巣、および新生児脳などの
構造用に７～１８ＭＨｚを適用する医用超音波システムにも適用可能である。加えて、本
書に記載するシステムおよび方法はＲＦシステムにも適用可能である。
【０１３５】
　本発明の実施形態では、本書に記載するシステムおよび方法は、マルチユーザに、例え
ば相互に近接して作業する複数のユーザに容易に適応することができる。本発明の一部の
実施形態では、各送波装置１１０は、専用検出器１５１および１５２（図１）によって認
識することのできる独自の変調連続信号を送波することができる。一部の例示的実施形態
では、異なる送波装置の搬送信号は、異なるユーザに対し異なるベースバンド信号によっ
て変調することができる。各受波器および／または検出器は、その関連送波器に対応する
ベースバンドパターンを認識することができる。例えば認識は、ベースバンド信号の信号
解析によって可能になる。予想ベースバンド信号の定義された特性を持たない受波信号は
無視し、かつ／またはＴＯＦ解析から除外することができる。ＴＯＦはベースバンドおよ
び搬送波情報の両方によって決定されるので、ＴＯＦの検出および／または推定の精度を
犠牲にすることなく、異なる信号を実現することができる。
【０１３６】
　本出願から成熟する特許の存続期間の期間中には、多くの関連する検出回路および処理
回路が開発されることが予想され、検出器および処理器（プロセッサ）の用語の範囲は、
すべてのそのような新しい技術を先験的に包含することが意図される。
【０１３７】
　用語「含む／備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ、ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ、ｉｎｃｌｕｄｅｓ
、ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「有する（ｈａｖｉｎｇ）」、およびそれらの同根語は、「
含むが、それらに限定されない（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ｂｕｔ　ｎｏｔ　ｌｉｍｉｔｅｄ
　ｔｏ）」ことを意味する。
【０１３８】
　用語「からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）」は、「含み、かつそれらに限定され
る（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ａｎｄ　ｌｉｍｉｔｅｄ　ｔｏ）」ことを意味する。
【０１３９】
　用語「から本質的になる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）」
は、さらなる成分、工程および／または部分が、特許請求される組成物、方法、または構
造の基本的かつ新規な特徴を実質的に変化させない場合にだけ、組成物、方法、または構
造がさらなる成分、工程および／または部分を含み得ることを意味する。
【０１４０】
　本開示を通して、本発明の様々な実施形態が範囲形式で提示され得る。範囲形式での記
載は単に便宜上および簡潔化のためであり、本発明の範囲に対する柔軟性のない限定とし
て解釈すべきでないことを理解しなければならない。従って、範囲の記載は、具体的に開
示された可能なすべての部分範囲、ならびに、その範囲に含まれる個々の数値を有すると
見なさなければならない。例えば、１～６などの範囲の記載は、具体的に開示された部分
範囲（例えば、１～３、１～４、１～５、２～４、２～６、３～６など）、ならびに、そ
の範囲に含まれる個々の数値（例えば、１、２、３、４、５および６）を有すると見なさ
なければならない。このことは、範囲の広さにかかわらず、適用される。
【０１４１】
　数値範囲が本書で示される場合には常に、示された範囲に含まれる任意の言及された数
字（分数または整数）を含むことが意味される。第１の示された数字および第２の示され
た数字「の範囲である／の間の範囲」という表現、および、第１の示された数字「から」
第２の示された数「まで及ぶ／までの範囲」という表現は、交換可能に使用され、第１の
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示された数字と、第２の示された数字と、その間のすべての分数および整数とを含むこと
が意味される。
【０１４２】
　明確にするため別個の実施形態の文脈で説明されている本発明の特定の特徴は単一の実
施形態に組み合わせて提供することもできることは分かるであろう。逆に、簡潔にするた
め単一の実施形態の文脈で説明されている本発明の各種の特徴は、別個にまたは適切なサ
ブコンビネーションで、または本発明の他の実施形態において好適に提供することもでき
る。種々の実施形態の文脈において記載される特定の特徴は、その実施形態がそれらの要
素なしに動作不能である場合を除いては、それらの実施形態の不可欠な特徴であると見な
されるべきではない。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】



(23) JP 5331097 B2 2013.10.30

【図２】 【図３】
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