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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて動作する移動体端末においてＧＰＳ時刻を推定する方法であ
って、
　ＧＰＳ時刻と、前記移動体端末が通信する２又はそれ以上のセルに対するセル時刻との
間の、タイミングオフセットを表すセル－ＧＰＳ間のタイミングデータのレポジトリを、
前記移動体端末において生成するステップと、
　基地局から受信した通信信号の発信元であるセルを同定するステップと、
　前記受信した通信信号におけるタイミング前進データであって、前記移動体端末と前記
基地局との間の距離を示すものであり前記移動体端末から前記基地局への送信のタイミン
グを調整するためのタイミング前進データを同定するステップと、
　前記セル－ＧＰＳ間のタイミングデータのレポジトリ、前記発信元であるセルの識別情
報、前記タイミング前進データ、及び前記受信した通信信号の時刻表示の部分を使用して
、ＧＰＳ時刻を推定するステップと、
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記セル－ＧＰＳ間のタイミングデータのレポジトリを、前記移動体端末において生成
するステップは、
　第１のセルからの第１の通信信号の時刻表示の部分と、ＧＰＳ通信信号の時刻表示の部
分との間の、第１のタイミングオフセットを決定するステップと、
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　第２のセルからの第２の通信信号の時刻表示の部分と、ＧＰＳ通信信号の時刻表示の部
分との間の、第２のタイミングオフセットを決定するステップと、
　前記第１及び第２のタイミングオフセットと、関連する第１及び第２のセルの識別子と
を、前記セル－ＧＰＳ間のタイミングデータのレポジトリに保持するステップと、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記受信した通信信号の発信元であるセルを同定するステップは、第３の通信信号の発
信元であるセルを同定するステップを備え、
　前記ＧＰＳ時刻を推定するステップは、ＧＰＳ時刻を推定するために、前記セル－ＧＰ
Ｓ間のタイミングデータのレポジトリ、前記発信元であるセルの識別情報、及び前記第３
の通信信号の時刻表示の部分を使用するステップを備える
　ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記セル－ＧＰＳ間のタイミングデータのレポジトリを、前記移動体端末において生成
するステップは、
　前記セルらのうち第１のセルからきた前記第１の通信信号のフレーム構造における所定
の部分を受信したときと、ＧＰＳ通信信号の時刻表示の部分を受信したときとの間の時間
差を決定するステップと、
　前記セルらのうち第２のセルからきた前記第２の通信信号のフレーム構造における所定
の部分を受信したときと、ＧＰＳ通信信号の時刻表示の部分を受信したときとの間の時間
差を決定するステップと、
　を備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　推定されたＧＰＳ時刻を使用してＧＰＳ信号を捕捉するステップをさらに備えることを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記セル－ＧＰＳ間のタイミングデータのレポジトリを、前記移動体端末において生成
するステップは、複数のセルに対するセル－ＧＰＳ間のタイミングデータを前記移動体端
末中の不揮発性メモリに保持するステップを備えることを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項７】
　前記移動体端末から基地局へ、前記セル－ＧＰＳ間のタイミングデータのレポジトリの
少なくとも一部を送信するステップをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項８】
　移動体端末であって、
　無線通信システムにおいてセルから通信信号を受信するように構成される受信機と、
　ＧＰＳ信号を受信するように構成されるＧＰＳ受信機と、
　ＧＰＳ時刻と２又はそれ以上のセルに対するセル時刻との間のタイミングオフセットを
表すセル－ＧＰＳ間のタイミングデータのレポジトリを保持するメモリと、
　基地局から受信した通信信号の発信元であるセルを同定するように構成され、前記受信
した通信信号におけるタイミング前進データであって、前記移動体端末と前記基地局との
間の距離を示すものであり前記移動体端末から前記基地局への送信のタイミングを調整す
るためのタイミング前進データを同定するように構成され、かつ、前記セル－ＧＰＳ間の
タイミングデータのレポジトリ、前記発信元であるセルの識別情報、前記タイミング前進
データ、及び前記受信した通信信号の時刻表示の部分を使用してＧＰＳ時刻を推定するよ
うに構成されるプロセッサと、
　を備えることを特徴とする移動体端末。
【請求項９】
　前記セル－ＧＰＳ間のタイミングデータのレポジトリは、第１のＧＰＳ時刻と第１のセ
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ルからの通信信号における時刻表示の部分との間のタイミングオフセットを表し、かつ、
第２のＧＰＳ時刻と第２のセルからの通信信号における時刻表示の部分との間のタイミン
グオフセットを表すことを特徴とする請求項８に記載の移動体端末。
【請求項１０】
　前記ＧＰＳ受信機は、前記推定されたＧＰＳ時刻を使用してＧＰＳ信号を捕捉するよう
に構成されることを特徴とする請求項８に記載の移動体端末。
【請求項１１】
　前記メモリは、前記移動体端末から電源が切断された後も前記セル－ＧＰＳ間のタイミ
ングデータのレポジトリを保持する不揮発性メモリであることを特徴とする請求項８に記
載の移動体端末。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、基地局に対するセル－ＧＰＳ間のタイミングデータのレポジトリの
少なくとも一部を通信するように構成されることを特徴とする請求項８に記載の移動体端
末。
【請求項１３】
　前記ＧＰＳ受信機は、推定されたＧＰＳ時刻を使用してＧＰＳ信号を捕捉するように構
成されることを特徴とする請求項８に記載の移動体端末。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、前記セル－ＧＰＳ間のタイミングデータのレポジトリを生成して前
記メモリ内に格納するように構成されることを特徴とする請求項８に記載の移動体端末。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、複数のセルに対するセル－ＧＰＳ間のタイミングデータを前記メモ
リに格納して保持することにより、前記セル－ＧＰＳ間のタイミングデータのレポジトリ
を生成するように構成されることを特徴とする請求項８に記載の移動体端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全地球測位の分野に関し、より詳細には、ＧＰＳ時刻の推定を取得する移動
体端末及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　衛星を利用した位置決定受信機は、例えば米国の全地球測位システム（ＧＰＳ）やＮＡ
ＶＳＴＡＲ衛星のような複数の衛星から同時に送信された信号の相対的な到達時間を計算
することにより、受信機の位置を決定する。例えば、ＧＰＳの軌道衛星群は２８の衛星を
備え、２８の衛星は１２時間の軌道で地球の周りを回る。衛星群は６の軌道面に配置され
、それぞれの軌道面は４又はそれ以上の衛星を含む。軌道面は相互に６０度の間隔をあけ
て配置されており、赤道面に対して約５５度傾いている。ＧＰＳ衛星群によれば、衛星を
利用した位置決定受信機に対して、約４乃至１２の衛星が地球上のどの地点からも見える
ように提供されている。これらの衛星群は、メッセージの一部として、いわゆる「エフェ
メリス」データである衛星を利用した位置決定データと、クロックタイミングデータとの
両方を送信する。衛星群はさらに、衛星信号に付随して、週の時刻（ＴＯＷ）情報を送信
する。ＴＯＷによって、受信機は、時刻を明確に判断することが可能となる。
【特許文献１】米国特許第５，９４５，９４４号明細書
【特許文献２】米国特許第６，６０３，９７８号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ＧＰＳ信号を検索して捕捉し、多数の衛星に関してエフェメリス及び他のデータを読み
出し、読み出したデータから受信機の位置（及び正確な時刻）を計算する処理は、時間の
かかるものであり、数分を要することもある。適用分野によっては、非常に長い処理時間
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のために、許容できない遅延が生じることもある。さらに、携帯機器においては、バッテ
リーの寿命を短くする場合もある。
【０００４】
　加えて、多くの状況において、衛星信号が遮られる場合がある。このような場合、ＧＰ
Ｓ衛星群から受信された信号のレベルは極めて低く、衛星のデータ信号を誤り無しに復調
して取得することは不可能である。そのような状況は、個人を追跡する場合にも、他の高
度な携帯機器の場合にも、発生しうるものである。これらの状況においては、ＧＰＳ受信
機がＧＰＳ信号を捕捉して追跡することは困難である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のいくつかの実施形態は、ＧＰＳ時刻の推定値を生成する移動体端末を提供する
。移動体端末は、セルラ受信機、ＧＰＳ受信機、及びプロセッサを備える。セルラ受信機
は、無線通信システムにおいてセルから通信信号を受信するように構成される。ＧＰＳ受
信機は、ＧＰＳ信号を受信し、そこからＧＰＳ時刻基準を決定する。プロセッサは、セル
からの通信信号からセル時刻基準を推定し、セル時刻基準とＧＰＳ時刻基準との間の時刻
オフセットを表すセル－ＧＰＳ間のタイミングデータを生成する。プロセッサは、その後
受信したセルからの通信信号における時刻表示の部分及びセル－ＧＰＳ間のタイミングデ
ータに基づいてＧＰＳ時刻を推定する。従って、移動体端末自体がセル－ＧＰＳ間のタイ
ミングデータとＧＰＳ時刻の推定を生成することができる。移動体端末は、ＧＰＳ時刻を
推定する目的又はＧＰＳ信号を捕捉する目的ではなく、通信目的でセルから送信された信
号を使用してＧＰＳ時刻を推定することができる。
【０００６】
　ＧＰＳ時刻の推定は、ＧＰＳ信号を捕捉するためにＧＰＳ受信機によって使用されても
よい。そして、ＧＰＳ時刻の推定は、ＧＰＳ信号に基づいて位置に関する最初の測位結果
を捕捉するのに必要な時間（測位時間(time-to-first-fix)）を短縮し、かつ、ＧＰＳ受
信機の感度を改善する。或いは、ＧＰＳ信号に基づいて位置に関する最初の測位結果を捕
捉するのに必要な時間（測位時間(time-to-first-fix)）を短縮するか、又は、ＧＰＳ受
信機の感度を改善するかの一方でもよい。
【０００７】
　セル時刻基準は、移動体端末において、例えばフレームの経過数にフレームごとの所定
の時間長を掛けることにより、生成される。しかしながら、基地局の時計の不正確性に起
因して、フレーム時間長は変化しうるものであり、フレーム時間長の変化はセル時刻基準
における誤差を引き起こす。移動体端末は、セル時刻基準に対する誤差の割合を推定する
ことができる。誤差の割合は、所定の時間長からの基地局に対する、フレーム時間長の偏
差でもよいし、他の通信された時刻表示の偏差でもよい。推定された誤差の割合は、セル
時刻の推定における誤差を減少させるために使用される。受信した通信信号における時刻
表示の部分及びＧＰＳ時刻を推定するためのセル－ＧＰＳ間のタイミングデータに加えて
、セル時刻基準に対する誤差の割合を使用することにより、推定されたＧＰＳ時刻の正確
性が改善される。
【０００８】
　本発明における他のいくつかの実施形態において、移動体端末は、セルラ受信機、ＧＰ
Ｓ受信機、メモリ、及びプロセッサを備える。受信機は、無線通信システムにおいてセル
から通信信号を受信するように構成される。ＧＰＳ受信機は、ＧＰＳ信号を受信するよう
に構成される。メモリは、ＧＰＳ時刻と２又はそれ以上のセルに対するセル時刻との間の
タイミングオフセットを表すセル－ＧＰＳ間のタイミングデータのレポジトリを含む。プ
ロセッサは、受信した通信信号の発信元であるセルを同定するように構成され、かつ、セ
ル－ＧＰＳ間のタイミングデータのレポジトリ、発信元であるセルの識別情報、及び受信
した信号における時刻表示の部分を使用してＧＰＳ時刻を推定するように構成される。従
って、移動体端末がセルから通信信号を受信すると、移動体端末はセルを同定し、レポジ
トリにおいて関連するセル－ＧＰＳ間のタイミングデータを検索する。
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【０００９】
　セル－ＧＰＳ間のタイミングデータのレポジトリは、ＧＰＳ時刻と第１のセルからの通
信信号における時刻表示の部分との間のタイミングオフセットを表してもよいし、また、
別のＧＰＳ時刻と第２のセルからの通信信号における時刻表示の部分との間のタイミング
オフセットを表してもよい。メモリは、移動体端末の電源が切断された後もセル－ＧＰＳ
間のタイミングデータのレポジトリを保持する不揮発性メモリであってもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態が示されている添付図面を参照して、本発明をさらに詳細に説
明する。しかしながら、本発明を以下に説明する実施形態に限定されるものとして解釈し
てはならない。むしろ、これらの実施形態は、開示を十分かつ完全にし、本発明の範囲を
当業者に十分に伝えるために提供される。全体を通して、同じ符号は同じ要素を意味する
。
【００１１】
　ここで使用されるように、「含んでいる(comprising)」又は「含む(comprise)」という
用語は制限的なものではなく、１又は複数の言及されている構成要素、ステップ、及び機
能のうち少なくともいずれかを含むが、１又は複数の言及されていない構成要素、ステッ
プ、及び機能のうち少なくともいずれかが含まれる可能性を排除するわけではないという
ことも理解できよう。
【００１２】
　以下では、ブロック図、及び、本発明の実施形態に従う方法及び移動体端末に関する動
作説明図のうち少なくともいずれかを参照して、本発明を説明する。ブロック図及び動作
説明図のうち少なくともいずれかに関する各ブロックと、ブロック図及び動作説明図のう
ち少なくともいずれかにおける複数のブロックの組み合わせは、無線周波数、アナログ及
びデジタルのうち少なくともいずれかのハードウェア、及び、コンピュータプログラムの
命令のうち少なくともいずれかによって実現可能であることを理解できよう。これらのコ
ンピュータプログラムの命令は、プロセッサに提供される。プロセッサは、汎用コンピュ
ータ、特殊用途のコンピュータ、ＡＳＩＣ、及び、他のプログラム可能なデータ処理装置
のうち少なくともいずれかのものである。そして、コンピュータ及び他のプログラム可能
なデータ処理装置のうち少なくともいずれかのプロセッサ上で命令は実行され、ブロック
図及び動作ブロック（又は複数の動作ブロック）のうち少なくともいずれかによって特定
される機能／動作を実現する手段を生成する。いくつかの代替的な実装においては、複数
のブロックにおいて示される機能／動作は、動作説明図において示される順序とは異なる
順序で配置されてもよい。例えば、関連する機能／動作によっては、連続して示される２
つのブロックは、実際には、実質的に同時に実行されてもよいし、２つのブロックは逆の
順序で実行されてもよい。
【００１３】
　ここで使用されるように、「移動体端末」は、無線インタフェースを介して通信するよ
うに構成された端末を含むが、それに限定されるわけではない。無線インタフェースとは
、例えば、セルラインタフェース、無線ローカルエリアネットワークインタフェース（Ｗ
ＬＡＮ）、ブルートゥースインタフェース、他のＲＦ通信インタフェース、及び、光イン
タフェースのうち少なくとも１つのインタフェースである。例としての移動体端末は、以
下に列挙するものを含むが、それに限定されるわけではない。１つは、セルラ移動体端末
である。１つは、パーソナル通信端末であり、セルラ移動体端末を、データ処理機能、フ
ァクシミリ機能、及び、データ通信機能と組み合わせたものである。１つは、携帯情報端
末（ＰＤＡ）であり、無線送受信機、ポケットベル、インターネット／イントラネットア
クセス、ローカルエリアネットワークインタフェース、広域ネットワークインタフェース
、ウェブブラウザ、システム手帳、及び、カレンダーのうち少なくともいずれかを含むも
のである。１つは、無線送受信機を含む移動体又は固定されたコンピュータや他の装置で
ある。移動体端末はセルラ通信接続を介して通信するように構成される。セルラ通信接続
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は、例えば、ＡＮＳＩ－１３６、汎欧州デジタル移動電話方式（ＧＳＭ）、汎用パケット
無線システム（ＧＰＲＳ）、ＥＤＧＥ(enhanced data rates for GSM evolution)、符号
分割多元接続（ＣＤＭＡ）、ワイドバンドＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、及び、ＵＭＴＳ
のようなプロトコルを含む。ここで使用される通信プロトコルは、通信される情報、タイ
ミング、周波数、変調、及び、通信接続を確立すること及び維持することの少なくともい
ずれかの動作を特定する。
【００１４】
　図１は、典型的な無線通信システムを示す機能ブロック図である。この無線通信システ
ムは、複数の基地局１０２及び１０４を含み、基地局１０２及び１０４は、１又は複数の
移動通信交換局（ＭＳＣ）１０６に接続されている。各々の基地局１０２及び１０４は、
それぞれセル１０８及び１１０と呼ばれる地理的な領域に配置され、その地理的な領域に
サービスを提供する。一般に、各々のセルに対して１つの基地局が存在する。各々のセル
の中には、複数の移動体端末１００が存在する。移動体端末１００は、無線接続を介して
、従来技術でよく知られている方法で基地局と通信する。基地局１０２及び１０４によっ
て、移動体端末１００のユーザは、他の移動体端末１００や、公衆電話交換網（ＰＳＴＮ
）１１２に接続されているユーザと、通信することができる。ＭＳＣ１０６は、基地局１
０２及び１０４のうち１つを介して、移動体端末１００に対する発呼及び着呼の経路を決
定する。基地局１０２及び１０４のうち１つとは、例えば、移動体端末１００に対して最
も強い通信接続を提供する。セルの位置及び移動体端末１００の活動状態に関する情報は
、ホームロケーションレジスタ（不図示）及び在圏ロケーションレジスタ（不図示）に格
納される。ホームロケーションレジスタ及び在圏ロケーションレジスタは、ＭＳＣ１０６
に組み込まれているか、そうでなければＭＳＣ１０６と通信する。図示するために２つの
セル１０８及び１１０しか示されていないが、典型的なセルラ通信システムは何百ものセ
ルを含み、何千もの移動体端末１００にサービスを提供する。
【００１５】
　移動体端末１００は、無線通信チャネル上で１又は複数の通信プロトコルに従って、基
地局１０２及び１０４と通信する。例えば、図１に示すように、移動体端末１００は通信
チャネル１２０上で基地局１０２と通信する。移動体端末１００はまた、ＧＰＳ信号１２
４から自己の地理的な位置を決定するように構成される。ＧＰＳ信号１２４は、軌道を周
回している複数のＧＰＳ衛星１２６から受信される。
【００１６】
　移動体端末１００は、ＧＰＳ受信機１３０、プロセッサ１３２、送受信機１３４、メモ
リ１３６、クロック１３８を含み、さらに、スピーカ１４０、マイクロフォン１４２、デ
ィスプレイ１４４、キーパッド１４６も含む。ＧＰＳ受信機１３０は、アンテナ１２８を
介してＧＰＳ信号を受信する。
【００１７】
　メモリ１３６は、１又は複数の消去可能でプログラム可能なリードオンリーメモリ（Ｅ
ＰＲＯＭ又はフラッシュＥＰＲＯＭ）、バッテリーが必要なランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）、磁気／光／その他のデジタル記憶装置を含む。また、メモリ１３６は、プロセッ
サ１３２から分離しているか、又は、少なくとも一部がプロセッサ１３２の中にある。ク
ロック１３８は、例えばカウンタであり、プロセッサ１３２から分離しているか、又は、
少なくとも一部がプロセッサ１３２の中にある。プロセッサ１３２は、例えば汎用プロセ
ッサ及びデジタル信号プロセッサのような、複数のプロセッサを含む。複数のプロセッサ
は、共通のパッケージに包含されていてもよいし、分離して相互に離れていてもよい。送
受信機１３４は、典型的には、送信機１４８と受信機１５０を含み、双方向通信を可能と
する。しかし、本発明はそのような装置に限定されるものではなく、ここで使用されてい
るように、「送受信機」は送信機１５０のみを含んでいてもよい。移動体端末１００は、
無線周波数信号を使用して基地局１０２及び１０４と通信する。無線周波数信号は、１又
は複数のセルラ通信プロトコルに従って無線チャネル１２０上でアンテナ１５２を介して
通信される。
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【００１８】
　ＧＰＳ受信機１３０は、ＧＰＳ信号１２４から自己の地理的な位置を決定するように構
成される。ＧＰＳ信号１２４は、複数のＧＰＳ衛星１２６から受信される。自己の地理的
な位置を決定する際に、ＧＰＳ受信機１３０は、受信したＧＰＳ信号に基づいてＧＰＳ衛
星１２６のＧＰＳ時刻を監視する。図１において、ＧＰＳ受信機１３０は独立した構成要
素として示されているが、プロセッサ１３２及び送受信機１３４のうち少なくともいずれ
かが、他の機能に加えてＧＰＳ受信機１３０の機能の少なくとも一部を提供するように構
成されていてもよく、加えて、少なくともいくらかの共通の構成要素パッケージングを共
有していてもよい。あるいは、プロセッサ１３２及び送受信機１３４のうち少なくともい
ずれかが、他の機能に加えてＧＰＳ受信機１３０の機能の少なくとも一部を提供するよう
に構成されているか、又は、少なくともいくらかの共通の構成要素パッケージングを共有
していているかの一方でもよい。
【００１９】
　ＧＰＳ衛星１２６に関して本発明の実施形態を以下に説明するが、擬似衛星(pseudolit
e)、又は、衛星１２６及び擬似衛星の組み合わせを活用する位置決定システムにも同様に
本教示を適用可能であることを認識できよう。擬似衛星は、地上の送信機であり、Ｌバン
ド搬送信号上で変調されている従来の衛星からのＧＰＳ信号に似た信号をブロードキャス
トし、一般的に、ＧＰＳ時刻に同期している。擬似衛星は、例えばトンネルや鉱山、建築
物、又は他の囲われた領域のような、軌道を周回しているＧＰＳ衛星１２６からのＧＰＳ
信号が取得できない状況において有用である。「衛星(satellite)」という用語は、ここ
で使用されるように、擬似衛星又は擬似衛星に等価なものを含むことが意図されている。
また、ＧＰＳ信号という用語は、ここで使用されるように、擬似衛星又は擬似衛星と等価
なものからのＧＰＳのような信号を含むように意図されている。また、以下の議論は、ア
メリカ合衆国の全地球測位システム（ＧＰＳ）に基づくアプリケーションに関するもので
あるが、これらの方法は、例えばロシアのGlonassシステムのような同様の衛星を利用し
た位置決定システムにも、同様に適用可能である。ここで使用される「ＧＰＳ」という用
語は、そのような代替の衛星を利用した位置決定システムを含み、ロシアのGlonassシス
テムを含む。それゆえ、「ＧＰＳ信号」という用語は、そのような代替の衛星を利用した
位置決定システムからの信号を含む。
【００２０】
　米国特許第５，９４５，９４４号及び米国特許第６，６０３，９７８号（これらの開示
は全体が本願に引用して援用される）に記載されているように、ＧＰＳ受信機が位置に関
する最初の測位結果を捕捉するのに必要な時間（測位時間(time-to-first-fix)）及び信
号感度は共に、ＧＰＳ受信機に現在のＧＰＳ時刻に関する正確な推定が与えられると、改
善される。
【００２１】
　本発明のいくつかの実施形態に従えば、基地局から送られる通信信号における時刻表示
の部分とＧＰＳ時刻との間のタイミング関係に基づいて、移動体端末１００はＧＰＳシス
テムの現在時刻を推定する。移動体端末１００は、セル内の通信チャネルに対するセル時
刻基準(reference)を推定する。ＧＰＳ時刻基準(reference)は、ＧＰＳ信号１２４から決
定される。次いで、移動体端末１００は、セル－ＧＰＳ間(cell-to-GPS)のタイミングデ
ータを決定する。セル－ＧＰＳ間のタイミングデータは、セル時刻基準及びＧＰＳ時刻基
準の間のタイミングオフセットを表す。その後、セルにおける通信信号の時刻表示の部分
及びセル－ＧＰＳ間のタイミングデータを使用して、移動体端末１００はＧＰＳ時刻を推
定することができる。例えば、セル時刻基準及びＧＰＳ時刻基準の間のタイミングオフセ
ットが一度分かると、通信信号の時刻表示の部分にオフセットを加えれば、ＧＰＳ時刻を
推定できる。
【００２２】
　図２は、ＧＰＳ信号における時刻表示と２つのセルラ通信チャネルにおける時刻表示と
の間のタイミングオフセットの一例を示す図である。説明のためにのみ、第１及び第２の
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セルラ通信チャネル（「セル１チャネル（Cell 1 Channel）」及び「セル２チャネル（Ce
ll 2 Channel）」）が、周期的なフレーム境界であるＦ０乃至Ｆ７と共に示されている。
これら各々の通信チャネルに対する時刻基準は、これらそれぞれのフレーム境界Ｆ０乃至
Ｆ７におけるタイミングから決定される。通信チャネルは、例えば、制御チャネル及びト
ラフィックチャネルのうち少なくともいずれかである。制御チャネル及びトラフィックチ
ャネルは、フレーム境界を持つ。フレーム境界は、例えば、ＧＳＭ又はＡＮＳＩ－１３６
プロトコルに従って形成される。第１の通信チャネルは、第２の通信チャネルとは異なる
セルに由来する。それゆえ、図２に示すように、第１及び第２の通信チャネルのフレーム
境界は同じ周期性を持つが、揃ってはいない。図２には示されていないが、第１及び第２
の通信チャネルは異なるフレーム周期性（すなわち、ＧＳＭチャネルとＡＮＳＩ－１３６
チャネルとの関係のように）を持ち、加えて、異なる時刻表示（すなわち、ＧＳＭフレー
ム境界とＣＤＭＡタイミングイベントとの関係のように）を持っていてもよい。或いは、
異なるフレーム周期性を持つか、又は、異なる時刻表示を持つかのいずれか一方でもよい
。移動体端末１００内のリアルタイムクロックは、不明瞭性を解消するために使用される
。不明瞭性は、経過時間がマルチフレーム時間長よりも長いときに発生しうる。セル時刻
基準は、代替的に又は追加的に、例えばトレーニングシーケンスにおける１又は複数のシ
ンボルのような、他の受信した時刻表示に基づいていてもよい。
【００２３】
　移動体端末１００は、通信チャネル（セル１チャネル及びセル２チャネル）における時
刻表示を使用して２つのセルの時刻基準を確立するために、クロック１３８を使用する。
例えば、移動体端末１００が第１のセル１０８において動作しているとき、クロック１３
８はセル１チャネルにおけるフレーム境界Ｆ０乃至Ｆ７に同期しており、第１のセルに対
する時刻基準（第１のセル時刻基準）を生成する。移動体端末１００はまた、ＧＰＳ信号
における時刻表示を測定することにより、ＧＰＳ衛星１２６に対する時刻基準（ＧＰＳ時
刻基準）も生成する。次いで、移動体端末１００は、第１のセル１０８に対するセル－Ｇ
ＰＳ間のタイミングデータを形成するために、第１のセル時刻基準とＧＰＳ時刻基準との
間のタイミングオフセットを決定する。続いて、移動体端末１００は、ＧＰＳ時刻を推定
するために、セル１チャネルにおけるタイミング表示及びセル－ＧＰＳ間のタイミングデ
ータを使用する。推定されたＧＰＳ時刻は、位置に関する最初の測位結果を捕捉するのに
必要な時間（測位時間(time-to-first-fix)）を短縮し、加えて、信号感度を改善するた
めに、ＧＰＳ受信機１３０によって使用される。或いは、推定されたＧＰＳ時刻は、位置
に関する最初の測位結果を捕捉するのに必要な時間（測位時間(time-to-first-fix)）を
短縮するか、又は、信号感度を改善するかいずれか一方のために、ＧＰＳ受信機１３０に
よって使用される。
【００２４】
　ＡＮＳＩ－１３６セルにおいて、セル時刻基準は、以下の用語で表現される。すなわち
、拡張ハイパーフレームカウンタ（ＥＨＣ）、ハイパーフレームカウンタ（ＨＣ）、プラ
イマリ／セカンダリスーパーフレーム（ＰＳＳ）、スーパーフレームフェーズ（ＳＰ）、
タイムスロットナンバー（ＴＮ）、及びシンボルナンバー（ＳＮ）である。ＧＳＭセルに
おいて、セル時刻は、以下の用語で表現される。すなわち、マルチフレームナンバー、フ
レームナンバー、スロットナンバー、シンボルナンバー、リアルタイムクロック読み込み
、エラーレート、及び、基地局識別情報のうち、少なくともいずれかである。セル時刻は
また、例えば、周波数、チャネル数、及び、基地局識別情報コードのうち、少なくともい
すれかに基づいても決定される。それゆえ、移動体端末１００は、セルにおいて受信した
フレーム構造に基づいてセル時刻基準を確立することができ、かつ、セル－ＧＰＳ間のタ
イミングデータを生成するために、そのセル時刻基準をＧＰＳ時刻に関連付けることがで
きる。その後になって、移動体端末１００は、ＧＰＳ時刻を推定するために、受信したフ
レーム構造及びセル－ＧＰＳ間のタイミングデータを使用することができる。セル時刻基
準は、代替的に又は追加的に、例えばＣＤＭＡ基地局から受信した時刻基準に基づいても
よい。
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【００２５】
　移動体端末１００が第１のセル１０８内を移動すると、セル１０８にサービスを提供す
る基地局１０２と移動体端末１００との間の距離が変化し、セル１チャネルのタイミング
表示に関連する到達時刻も変化する。従って、第１のセルの時刻基準とＧＰＳ時刻基準と
の間のタイミングオフセットは、移動体端末１００が移動すると変化する。その結果、移
動体端末１００が移動すると、セル－ＧＰＳ間のタイミングデータに誤差を混入させるこ
とになる。基地局１０２は固定されているため、移動体端末１００が基地局１０２に対す
るセル－ＧＰＳ間のタイミングデータを生成して使用することにより、誤差は減少される
か又は除去される。移動体端末１００は、第１のセルの時刻基準に対して移動体端末１０
０と基地局１０２との間の距離を補償することにより、第１のセル１０８にサービスを提
供する基地局１０２に対する時刻基準を生成することができる。
【００２６】
　本発明のいくつかの実施形態においては、基地局１０２は、移動体端末と基地局１０２
との間の相対距離に基づいて、第１のセル１０８における移動体端末からの送信のタイミ
ングを調節する。これにより、移動体端末の信号は、割り当てられたフレームの間に受信
される。例えば、移動体端末１００が通信のためのアクセスを要求すると、基地局１０２
は、自己と移動体端末１００との間の距離を推定し、タイミング前進情報(timing advanc
e information)を移動体端末１００に送信する。移動体端末１００は、タイミングの前進
情報を使用して、自己が送信するタイミングを調節することができる。移動体端末１００
はまた、セル１チャネルにおけるタイミング表示を使用し、かつ、タイミング前進情報を
使用することにより、基地局１０２に対する時刻基準を推定することもできる。次いで、
移動体端末１００は、第１のセル１０８に対するセル－ＧＰＳ間のタイミングデータを形
成するために、基地局１０２に対する時刻基準とＧＰＳ時刻基準との間のタイミングオフ
セットを決定する。その後、移動体端末１００は、ＧＰＳ時刻を推定するために、セル１
チャネルにおけるタイミング表示、第１のセル１０８からのタイミング前進情報、及びセ
ル－ＧＰＳ間のタイミングデータを使用することができる。
【００２７】
　例えばＧＳＭのように、セルラプロトコルによっては、呼設定の一部としてローカル更
新の間に、タイミング前進情報が移動体端末に送信される場合もある。移動体端末１００
は、受信したタイミング前進情報に応答してＧＰＳ時刻を推定すること、及び、ＧＰＳ時
刻の推定を生成する必要性に応答して基地局にタイミング前進情報を送信させることのう
ち、少なくともいずれかを行うことができる。
【００２８】
　各々のセルは異なる時刻基準を持ちうるため、移動体端末１００は、異なるセルからチ
ャネルタイミング情報を受信すると、セル－ＧＰＳ間のタイミングデータに関するレポジ
トリを生成する。ＧＰＳ時刻の推定が必要なとき、移動体端末１００は自己がタイミング
表示を受信しているセルを同定し、同定されたセルに対して使用可能なセル－ＧＰＳ間の
タイミングデータを検索する。移動体端末はそれゆえ、セルに対して以前に生成されたセ
ル－ＧＰＳ間のタイミングデータを使用することにより、ＧＰＳ時刻を推定するたびにセ
ル－ＧＰＳ間のタイミングデータを生成することを回避することができる。そして、タイ
ミング表示及び同定されたセルに対するセル－ＧＰＳ間のタイミングデータは、ＧＰＳ時
刻を推定するために使用される。ＧＳＭシステムにおいて、セルの同一性又はセルは、ロ
ケーションエリアコード及びルーティングエリア識別情報のうち少なくともいずれかによ
り判断される。ＡＮＳＩ－１３６システムにおいて、セルの同一性は、デジタル認証カラ
ーコード及び仮想移動体ロケーションエリアコードのうち少なくともいずれかにより判断
される。
【００２９】
　図３に示すように、セル－ＧＰＳ間のタイミングデータのレポジトリは、セル識別情報
フィールド及びセル－ＧＰＳ間のタイミングデータフィールドを含むデータ構造を含む。
セル－ＧＰＳ間のタイミングデータがセルに対して生成されると、関連するセルの識別情
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報(identity)に加えて生成された情報がレポジトリの関連するフィールドに格納される。
セル－ＧＰＳ間のタイミングデータが、そのようなデータが以前に生成されていないセル
に対して生成され、又は、セル－ＧＰＳ間のタイミングデータが、レポジトリに既に存在
する、セルに対する古いデータを置き換える。セル－ＧＰＳ間のタイミングデータに関す
るレポジトリは、例えばメモリ１３６のような不揮発性メモリに格納される。そのため、
レポジトリは、移動体端末１００の電源が切られた後でも使用可能である。移動体端末１
００は、個々のセル－ＧＰＳ間のタイミングデータ又はセル－ＧＰＳ間のタイミングデー
タに関するレポジトリを、１又は複数の基地局１０２及び１０４に送信する。送信された
セル－ＧＰＳ間のタイミングデータは、ＧＰＳ時刻を推定するために、ＭＳＣ１０６及び
システムを構成する他の構成要素のうち少なくともいずれかによって使用される。
【００３０】
　時間が経過すると、例えば基地局の時計の誤差により、基地局の時刻が偏移する。この
偏移に関連して、チャネルのタイミング情報にも偏移が生じる。例えば、もし基地局が０
．０１ｐｐｍの時計誤差を持っているとすると、３時間の間に、基地局は、自己のチャネ
ルのタイミング情報に関するタイミングの中に、約１００マイクロ秒の誤差を積み重ねる
ことになる。その結果、セル－ＧＰＳ間のタイミングデータがセルに対して取得された時
と、その後、ＧＰＳ時刻を推定するために現在のチャネルのタイミング情報と共にタイミ
ングデータが使用される時との間でより多くの時間が経過するほど、推定されるＧＰＳ時
刻はあまり正確ではなくなる。移動体端末１００は、長時間に亘って基地局に対する連続
した時刻基準を生成し、時刻基準が生成される時に対応するＧＰＳ時刻に注目することに
より、基地局の時刻偏移を推定することができる。時刻基準及び対応するＧＰＳ時刻に関
する連続したペアの間の変化は、基地局の時刻偏移を推定するために使用される。次いで
、推定された時刻偏移は、セルに対するセル時刻の決定を改善するために、時刻に対して
外挿され、セル－ＧＰＳ間のタイミングデータに対して基地局の時刻偏移を補償する。結
果として、セル－ＧＰＳ間のタイミングデータがセルに対して生成された時と、その後Ｇ
ＰＳ時刻の推定が生成される時との間でより多くの時間が経過するほど、ＧＰＳ時刻は少
ない誤差で推定される。移動体端末１００はそれゆえ、比較的長い時間に亘ってセル－Ｇ
ＰＳ間のタイミングデータを使用することにより、ＧＰＳ時刻を推定する。
【００３１】
　基地局の時刻偏移に関する情報は、セル－ＧＰＳ間のタイミングレポジトリに追加され
る。例えば、時刻偏移率（割合）のデータは、図３に示すように、セル識別情報に関連付
けられる。時刻偏移率（割合）のデータは、セル－ＧＰＳ間のタイミングデータがセルに
対して生成された時に関するタイムスタンプと、所定の時間に基地局の時刻がどれくらい
偏移するかを表す値とを含む。そして、セル識別情報を使用して利用可能なセル－ＧＰＳ
間のタイミングデータを検索し、データが生成されてから経過した時間とセルに対する時
刻偏移率（割合）を使用してセル－ＧＰＳ間のタイミングデータを補償することにより、
移動体端末１００は、セルに対して更新されたセル－ＧＰＳ間のタイミングデータを生成
することができる。
【００３２】
　移動体端末１００は、セルに対する時刻偏移率（割合）のデータを、セルにサービスを
提供している基地局に送信する。そのため、基地局は、時刻基準の正確性を改善すること
ができる。基地局は、時刻基準の正確性をさらに改善するために、複数の移動体端末１０
０からの時刻偏移情報を組み合わせる。
【００３３】
　図４は、複数のセルに対してセル－ＧＰＳ間のタイミングデータに関するレポジトリを
生成するために使用される動作を示すフローチャートである。ブロック４００において、
ＧＰＳ信号が受信される。ＧＰＳ信号は、複数のＧＰＳ衛星１２６からの信号を含む。ブ
ロック４１０において、ＧＰＳ信号からＧＰＳ時刻が決定される。ブロック４２０におい
て、セル時刻基準が受信され、ブロック４３０において、セル時刻基準からセル時刻が決
定される。セル時刻基準は、通信チャネルのフレーム構造に関連する時刻表示を含み、か
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つ、知られた時刻基準に関連する時刻値である。或いは、セル時刻基準は、通信チャネル
のフレーム構造に関連する時刻表示を含むか、又は、知られた時刻基準に関連する時刻値
であるかの一方である。セル時刻基準は、追加的又は代替的に、トラフィック又はデータ
チャネル上で受信された情報に基づいていてもよい。例えば、タイミング表示は、インタ
ーネットサイトからのデータネットワーク上で受信されてもよい。データネットワーク上
でタイミング表示を使用するとき、結果として得られるセル時刻基準の正確性を改善する
ために、ネットワークの遅延が推定される。
【００３４】
　ブロック４４０において、タイミング前進データが基地局に対して取得可能であるか否
かに関する判断がなされる。もし取得可能であれば、ブロック４５０において、例えば基
地局からの呼設定を要求することにより、タイミング前進データが取得される。ブロック
４６０において、セル時刻を基地局時刻に変換するために、タイミング前進データが使用
される。タイミング前進データは、移動体端末と基地局との間の距離を示す。基地局から
移動体端末へのセル時刻基準の伝播時間が距離から決定され、セル時刻は伝播時間に基づ
いて基地局時刻に変換される。
【００３５】
　ブロック４７０において、基地局時刻とＧＰＳ時刻との間のタイミングオフセットに基
づいて、セル－ＧＰＳ間のタイミングデータが決定される。ブロック４８０において、セ
ル－ＧＰＳ間のタイミングデータと、関連するセルの識別情報が、レポジトリの中に保持
される。ブロック４００乃至４８０における動作は、セル－ＧＰＳ間のタイミングデータ
がまだレポジトリに記録されていない各々のセルに対して繰り返され、かつ、例えば基地
局の時計の時刻偏移に起因して、受け入れられないほど古くなったデータを更新するため
に繰り返される。或いは、ブロック４００乃至４８０における動作は、セル－ＧＰＳ間の
タイミングデータがまだレポジトリに記録されていない各々のセルに対して繰り返される
か、又は、例えば基地局の時計の時刻偏移に起因して、受け入れられないほど古くなった
データを更新するために繰り返されるかの一方でもよい。
【００３６】
　図５は、ＧＰＳ時刻を推定するために使用される動作を示すフローチャートである。ブ
ロック５００において、セル時刻基準が、通信チャネルを介してセルから受信される。ブ
ロック５１０において、セルが同定され、ブロック５２０において、セル－ＧＰＳ間のタ
イミングデータが同定されたセルに対してレポジトリの中で知られているか否かの判断が
なされる。知られている場合、ブロック５３０において、同定されたセルに対する時刻偏
移率（割合）のデータが知られているか否かに関する判断がなされる。もし時刻偏移率（
割合）のデータが知られていれば、ブロック５４０において、セル－ＧＰＳ間のタイミン
グデータがレポジトリから取得され、時刻偏移に起因する誤差を減少させるために補償さ
れる。例えば、セル－ＧＰＳ間のタイミングデータが生成されてから経過した時間に時刻
偏移率（割合）の割合を乗じ、セル－ＧＰＳ間のタイミングデータによって表される時刻
オフセットに結果を加えることにより、セル－ＧＰＳ間のタイミングデータは補償される
。ブロック５２０においてセル－ＧＰＳ間のタイミングデータが同定されたセルに対して
知られていないときは、ブロック５６０において、例えば図４に示す動作により、データ
が生成される。
【００３７】
　ブロック５５０において、セル－ＧＰＳ間のタイミングデータ及び通信チャネルを介し
て基地局から受信した時刻表示を使用して、ＧＰＳ時刻が推定される。
【００３８】
　図面及び明細書において、本発明の複数の実施形態を開示してきた。特定の用語が使用
されているが、それらは汎用的かつ説明的な意味においてのみ使用され、限定の目的は無
い。本発明の範囲は、以下の請求の範囲において説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
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【図１】本発明の多様な実施形態に従う無線通信システムを示す図である。
【図２】２つのセルの通信チャネルにおけるフレームイベントとＧＰＳ信号の時刻表示部
分との間のタイミングオフセットの一例を示す図である。
【図３】本発明の多様な実施形態に従うセル－ＧＰＳ間のタイミングデータのレポジトリ
として使用されるデータ構造を示す図である。
【図４】本発明の多様な実施形態に従う、ＧＰＳ時刻と複数のセルに対するセル時刻との
タイミングオフセットを表すセル－ＧＰＳ間のタイミングデータのレポジトリを生成する
動作を示すフローチャートである。
【図５】本発明の多様な実施形態に従う、ＧＰＳ時刻を推定する動作を示すフローチャー
トである。

【図１】 【図２】

【図３】
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