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(57)【要約】
　メッセージの送信をトリガするためのＧＰＳゲートシ
ステムを記載する。このシステムは、ＧＰＳサテライト
システムから受信した信号に基づいて、ＧＰＳ受信機の
位置を決定する、ＧＰＳ受信機を含んでいても良い。Ｇ
ＰＳ受信機は、受信した信号に基づいて、ＧＰＳ受信機
がＧＰＳゲートを通過したか否かを決定する。ＧＰＳシ
ステムはさらに通信システムを含み、ＧＰＳ受信機をＧ
ＰＳゲート通信システムに接続して、通過したＧＰＳゲ
ートに基づいてＧＰＳ受信機によって生成されたメッセ
ージを受信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＧＰＳシステムに通信可能に接続されてＧＰＳ受信機の位置を識別するためのＧＰＳ受
信機と、
　前記ＧＰＳ受信機に通信可能に接続された通信システムと、
　前記通信システムに通信可能に接続されたモニタと、かつ
　前記通信システムに通信可能に接続されたＧＰＳゲート通信システムと、を備え、
　前記ＧＰＳ受信機が前記ＧＰＳゲート通信システムに関係したＧＰＳゲートを通過する
場合、前記ＧＰＳ受信機はメッセージを生成し、そのメッセージを前記通信システムを介
して前記モニタに送信して、前記モニタに前記ＧＰＳ受信機が前記ＧＰＳゲートを通過し
たことを知らせ、さらに、
　前記モニタが前記ＧＰＳ受信機から前記メッセージを受信すると、前記モニタは通過し
た前記ＧＰＳゲートに基づいてメッセージを生成し、前記メッセージを前記通信システム
を介して前記ＧＰＳゲート通信システムに送信する、ＧＰＳゲートシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のＧＰＳゲートシステムにおいて、前記モニタはコールセンターである
、ＧＰＳゲートシステム。
【請求項３】
　請求項１に記載のＧＰＳゲートシステムにおいて、前記ＧＰＳゲートは、パスウエーを
横切る仮想回線である、ＧＰＳゲートシステム。
【請求項４】
　請求項１に記載のＧＰＳゲートシステムにおいて、前記ＧＰＳゲートは不動産を取り囲
む仮想回線であるある、ＧＰＳゲートシステム。
【請求項５】
　請求項１に記載のＧＰＳゲートシステムにおいて、前記ＧＰＳゲートはサービス場所の
近くに配置されている、ＧＰＳゲートシステム。
【請求項６】
　請求項１に記載のＧＰＳゲートシステムにおいて、一方向に前記ＧＰＳゲートを通過す
ることによって、前記通信システムをトリガし、前記メッセージを前記ＧＰＳゲート通信
システムに送信する、ＧＰＳゲートシステム。
【請求項７】
　請求項１に記載のＧＰＳゲートシステムにおいて、前記ＧＰＳゲートを何れかの方向に
通過することによって、前記通信システムをトリガし、前記メッセージを前記ＧＰＳゲー
ト通信システムに送信する、ＧＰＳゲートシステム。
【請求項８】
　請求項５に記載のＧＰＳゲートシステムにおいて、前記送信されたメッセージは前記Ｇ
ＰＳ受信機を輸送する車両の診断情報を含む、ＧＰＳゲートシステム。
【請求項９】
　請求項１に記載のＧＰＳゲートシステムにおいて、前記ＧＰＳ受信機は前記ＧＰＳ受信
機の位置を識別するために前記通信システムを使用する、ＧＰＳゲートシステム。
【請求項１０】
　ＧＰＳ受信機の位置を決定し、
　前記決定された位置に基づいて、前記ＧＰＳ受信機がＧＰＳゲートを通過したか否かを
決定し、
　通過した前記ＧＰＳゲートに基づいて、メッセージを生成し、
　前記ＧＰＳ受信機によって生成された前記メッセージを、通信システムを介してモニタ
に送信する、各ステップを備える方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法において、前記ＧＰＳゲートはパスウエーを横切る仮想回線で
ある、方法。
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【請求項１２】
　請求項１０に記載の方法において、前記ＧＰＳゲートは不動産を取り囲む仮想回線であ
る、方法。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の方法において、前記ＧＰＳゲートはサービス場所付近に配置されて
いる、方法。
【請求項１４】
　請求項１０に記載の方法において、前記ＧＰＳゲートを一方向に通過することにより、
前記通信システムをトリガし、前記メッセージを前記ＧＰＳゲート通信システムに送信す
る、方法。
【請求項１５】
　請求項１０に記載の方法において、前記ＧＰＳゲートを何れかの方向で通過することに
より、前記通信システムをトリガし、前記メッセージを前記ＧＰＳゲート通信システムに
送信する、方法。
【請求項１６】
　請求項１３に記載の方法において、前記送信されたメッセージは前記ＧＰＳ受信機を輸
送する車両の診断情報を含む、方法。
【請求項１７】
　請求項１０に記載の方法において、前記ＧＰＳ受信機は、前記ＧＰＳ受信機の位置を識
別するために前記通信システムを使用する、方法。
【請求項１８】
　ＧＰＳ受信機の位置を識別するためにＧＰＳシステムに通信可能に接続されたＧＰＳ受
信機と、
　前記ＧＰＳ受信機に通信可能に接続された通信システムと、さらに、
　サーバを備え、前記通信システムに通信可能に接続され、前記ＧＰＳ受信機がＧＰＳゲ
ートを通過したか否かを決定するためのモニタと、
　前記通信システムに通信可能に接続された前記ＧＰＳゲートに関係する、ＧＰＳゲート
通信システムと、を備え、
　前記ＧＰＳ受信機が前記ＧＰＳゲート通信システムに関係したＧＰＳゲートを通過した
場合、前記モニタはメッセージを生成し、かつ、前記メッセージを前記通信システムを介
して前記ＧＰＳゲート通信システムに送信する、ＧＰＳゲートシステム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のＧＰＳゲートシステムにおいて、前記モニタは、ＧＰＳゲートを通
過した後前記ＧＰＳ受信機が向かっている方向を決定し、前記ＧＰＳ受信機が、前記通過
したＧＰＳゲートに関係する予め決定された場所の方向に向かっている場合、前記メッセ
ージを送信する、ＧＰＳゲートシステム。
【請求項２０】
　請求項１８に記載のＧＰＳゲートシステムにおいて、前記モニタはメインテナンスを受
けるように計画された車両のリストと、各車両に関係するＧＰＳ受信機の識別子とを受信
し、かつ、前記モニタは、受信したリスト上の車両がサービス場所に関係するＧＰＳゲー
トを通過したか否かを決定する、ＧＰＳゲートシステム。
【請求項２１】
　請求項１８に記載のＧＰＳゲートシステムにおいて、ＧＰＳ受信機に関係する車両を識
別するデータ、前記車両の所有者を識別するデータ、前記車両のメインテナンス履歴を識
別するデータ及び前記車両の診断情報が、前記ＧＰＳ受信機、前記モニタ及び前記ＧＰＳ
ゲート通信システムの少なくとも１個に記憶されている、ＧＰＳゲートシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　グローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）と車両の一体化は、車両の安全性及び利
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便性に対して新しい時代を先導した。ＧＰＳ受信機は、その位置を計算するために衛星か
ら得た信号を使用する。近年、ＧＰＳは、携帯電話及び自動車と一体化されている。自動
車が事故にあい、或いは壊れてしまったことを検出すると、ＧＰＳシステム及び携帯電話
を使用して、コールセンターと接続し、ドライバが助けを受けるようにすることもできる
。しかしながら、車両が特別な位置に到達したとき、自動的にメッセージの送信をトリガ
するための方法及びシステムの必要性が存在する。
【０００２】
　有力な解決方法では、サービス場所と通信するために、無線ネットワークカード又はブ
ルーツース（登録商標）通信システムを装備した自動車を使用する。無線ネットワークカ
ード又はブルーツース通信システムは、接続するために常にトランシーバをポーリングし
ている。サービス場所にある無線ＲＦトランシーバの範囲内で、無線ネットワークカード
又はブルーツース通信システムは、トランシーバと通信を確立し、装置がデータを交換で
きるようにしている。しかしながら、個々のサービス場所が、車両と通信するために、そ
の場所に設置されたトランシーバを備える必要があり、これが、グローバルシステムの実
施のコスを高くしている。さらに、無線通信カード又はブルーツース通信システムが、接
続を見出すために常にポーリングを実施しているので、必要の無い電力が消費される。さ
らに、電子盗聴を防止するために、各車両と各サービス場所に対して、セキュリティ対策
を施す必要がある。
【０００３】
　従って、それぞれの場所でトランシーバを必要としない装置の、詳細な位置に基づいて
、装置から希望する受信者へ、メッセージをトリガするための、安全で正確な方法及びシ
ステムの必要性が存在する。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】ＧＰＳゲートシステムの典型的な実施形態を示す。
【図２】ＧＰＳ受信機の典型的な例を示す。
【図３】ＧＰＳゲートの典型的な使用方法を示す。
【図４】ＧＰＳゲートシステムを使用する典型的な方法を示す。
【図５】ＧＰＳゲートシステムを使用する他の典型的な方法を示す。
【図６】ＧＰＳゲートシステムの他の典型的実施形態を示す。
【図７】図６に係るＧＰＳゲートシステムを使用する典型的な方法を示す。
【図８】図６に係るＧＰＳゲートシステムを使用する他の典型的な方法を示す。
【図９】モニタ又はＧＰＳゲート通信システムの典型的な実施形態を示す。
【図１０】ＧＰＳゲートの使用の他の典型的な実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　本発明の一実施形態に係るＧＰＳゲートシステムは、ＧＰＳ受信機の位置を計算するた
めに、ＧＰＳ衛星（以下、サテライト）システムと通信するＧＰＳ受信機を含んでいても
良い。ＧＰＳゲートシステムはさらに、ＧＰＳ受信機からメッセージを受信するために、
ＧＰＳゲート通信システムを含んでいても良い。このメッセージは、ＧＰＳ受信機及びＧ
ＰＳゲート通信システムと通信することによって、例えばセルラーネットワークのような
、通信システムによって送達される。ＧＰＳ受信機は、ＧＰＳゲートの位置を記憶し、Ｇ
ＰＳ受信機がＧＰＳゲートを介して送信されるように決定されると、ＧＰＳゲートに関係
するＧＰＳゲート通信システムにメッセージを送信しても良い。メッセージを関係するＧ
ＰＳゲート通信システムに送信するためのトリガとして使用されている、ＧＰＳゲートは
、従来の方法よりもさらに正確でかつ制御可能であるという効果を有している。さらに、
ＧＰＳゲートは仮想であるため、システムに追加のゲートを付加するためのコストが必要
ではない。
【０００６】
　図１に、ＧＰＳゲートシステム１００の典型的な実施形態を示す。図１は、ＧＰＳサテ
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ライトシステム１０１を示し、このシステム１０１は複数の信号をＧＰＳ受信機１０２に
送信し、ＧＰＳ受信機１０２は送信された信号をＧＰＳ受信機１０２の位置を決定するた
めに使用する。電話ネットワーク、セルラーネットワーク、衛星ネットワーク、無線イン
ターネット接続等の通信システム１０４は、ＧＰＳ受信機をＧＰＳゲート通信システム１
０３に通信可能に接続する。
【０００７】
　ＧＰＳサテライトシステム１０１は、地球の周りを周回する複数の衛星を含んでいる。
各衛星は、その正確な軌道位置と、信号を送信する時間とを送信する。衛星によって送信
されたメッセージがＧＰＳ受信機１０２に到達するために要する時間に基づいて、各衛星
までの距離を計算することにより、ＧＰＳ受信機１０２は、ＧＰＳサテライトシステム１
０１によって送信された信号に基づいて、自身の位置を計算する。これらの時間を衛星の
位置に結合して、受信機の位置を決定するために、幾何学的三辺測量が使用された。ＧＰ
Ｓ受信機１０２は、通常、位置を計算するために４個の衛星からの信号を受信することが
必要であるが、しかしながら、例えば、ＧＰＳ受信機１０２の高度である１個の変数を、
ＧＰＳ受信機１０２が知っていた場合、より少ない衛星を使用することができる。
【０００８】
　或いは、例えばセルラータワー又はＷｉ－Ｆｉ送信機のような、複数のアクセスポイン
トを、受信機の位置を三角測量するために使用することによって、ＧＰＳサテライトシス
テムを使用することなく、受信機の位置を計算することができる。ＧＰＳ受信機が充分な
数の衛星から信号を受信しない場合、ＧＰＳ受信機２００はその位置を決定するために、
ＧＰＳサテライトシステムから多重アクセスポイントシステムへ、位置決定システムを変
更することができる。
【０００９】
　図２は、ＧＰＳ受信機２００の典型的な実施形態を示す。ＧＰＳ受信機は、車両コンソ
ールに組み込まれたユニット、スタンドアロンの携帯ユニット又は、セルラー又は衛星ベ
ース電話のような、別の装置の一部であって良い。アンテナ２０１によって受信された信
号に基づいて、ＧＰＳ受信機２００の位置を計算するために、ＧＰＳ受信機はプロセッサ
２０２を含んでいても良い。例えば、ＧＰＳゲートの地図及び位置を記憶するために、Ｇ
ＰＳ受信機２００は、さらに、メモリ２０３を含んでいても良い。ＧＰＳ受信機２００は
、別の装置に関係するメモリ、例えば、ＧＰＳゲートの地図と場所を記憶するために、車
両に一体化されたメモリを、使用することもできる。或いは、メモリをＧＰＳ受信機から
分離しても良い。例えば、外部ハードドライブ、フラッシュドライブ、ＣＤ、ＤＶＤ又は
ブルーレイ（登録商標）ＤＶＤドライブのような、コンピュータ可読媒体を使用すること
もできる。ＧＰＳ受信機は、さらに、ユーザインターフェース２０４を含んでいても良い
。ユーザインターフェース２０４はスクリーン及び入力デバイスを含むこともある。スク
リーンは、例えば、ＬＣＤスクリーン、ＣＲＴ、プラズマスクリーン、ＯＬＥＤスクリー
ン等であっても良い。入力デバイスは、ユーザがＧＰＳ受信機２００と相互作用すること
を可能とする、キーボード、マウス、タッチスクリーンセンサ又はその他全てのユーザ入
力デバイスであり得る。
【００１０】
　ユーザインターフェース２０４は、ＧＰＳ受信機２００がＧＰＳゲートを通過する場合
に送信されるメッセージをカスタマイズすると同様に、ユーザが新しいＧＰＳゲート位置
を入力することを可能とする。さらに、どのＧＰＳゲートをアクティブにするかを選択し
、それによってユーザがメッセージを何時、送信するかの制御を可能とするために、ユー
ザインターフェース２０４を使用することができる。ユーザインターフェース２０４は、
ＧＰＳゲートを通過した後にメッセージを送信するオプション、及び、ＧＰＳゲートを通
過した後でメッセージを受信するオプションを、ユーザに与えることができる。ユーザイ
ンターフェース２０４は、ＧＰＳ受信機２００に対する全ての設定にアクセスするために
使用される。ユーザインターフェース２０４は、道順を得るため、ローカルなレストラン
、或いは、ＧＰＳ受信機に典型的に関連したその他の構成を見出すために、使用すること
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ができる。
【００１１】
　或いは、ＧＰＳ受信機２００をユーザインターフェース無しで設置することもできる。
この実施形態では、通信インターフェースを介して、システム設定の変更及び新しいＧＰ
Ｓゲートの確立を達成することができる。例えば、ユーザは、外部インターフェース、例
えば、ウエブサイト又はＧＰＳ受信機への電話を介して、彼らのＧＰＳ受信機に遠隔でア
クセスすることができる。さらに、ＵＳＢスティック、ＳＤカード、マイクロＳＤカード
を使用して、ユーザは新しいデータをロードし、既存のデータを修正することができる。
【００１２】
　ＧＰＳ受信機は通信インターフェース２０５を含むこともできる。通信インターフェー
ス２０５は、ＧＰＳ受信機３００がメッセージを送信し受信することを可能とする。通信
インターフェース２０５は、セルラーフォーンインターフェース又は無線インターネット
インターフェースであっても良い。通信インターフェース２０５によって送信されたメッ
セージは、テキストメッセージ、イーメール、ウエブページ、インスタントメッセージ、
ボイスメッセージ及びファックスを含むが、これらに限定されるものではない。
【００１３】
　別の実施形態では、ＧＰＳ受信機が車両に組み込まれていると、通信インターフェース
２０５は、車両オペレータのセルラーフォーンに、例えばブルーツース（登録商標）接続
を介して接続し、メッセージを送信しかつ受信する。
【００１４】
　ＧＰＳ受信機２００はさらに、車両情報インターフェース２０６を含むことが可能で、
このインターフェースは車両の内部コンピュータから車両に関する診断情報を集めること
ができる。一実施形態では、診断情報はＧＰＳ受信機２００によってサーバ位置まで送信
される。ユーザは、ＧＰＳゲートを、ユーザが使用を希望するサービス場所に配置するこ
とが可能であり、或いはその代わりに、ＧＰＳ受信機を、修理場所のセット又はユーザの
車両に関係する認証された総ての修理位置にて、ＧＰＳゲートと共に再プログラムするよ
うにしても良い。新しいサービス場所及びそれらに関係するＧＰＳゲートを、ユーザイン
ターフェースを介してユーザが追加するようにしても良いし、或いは、通信システム１０
４を介して自動車会社によって追加しても良い。さらに、ユーザ、サービス場所、又は、
その他の総てのＧＰＳゲート通信システムのオーナは、ＧＰＳゲートの位置をユーザイン
ターフェース又は通信システム１０４を通して修正することができる。或いは別の方法と
して、新しいＧＰＳゲート及び既存のゲートの修正を、ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイ（登録
商標）ＤＶＤ、ＵＳＢメモリスティック、ＳＤメモリカード又はその他の総てのコンピュ
ータ読み取り可能な媒体を使用して、インターフェースを介して行うことができる。
【００１５】
　ＧＰＳゲート通信システム１０３は、携帯電話、衛星電話、ＰＤＡ、スマートフォーン
等、ファクシミリ、と同様に、データ及び／又はボイスメッセージを受信することができ
るその他の総てのコンピュータシステムであり得る。ＧＰＳゲート通信システム１０３は
、例えば、自動車診断装置、在庫追跡システム、メッセージ中に受信した情報を使用する
ための電子メールサーバのような、他のシステムと一体化することができる。ＧＰＳゲー
ト通信システム１０３は、同様に、ＧＰＳ受信機１０２にメッセージを送り返すことがで
きる。ＧＰＳゲート通信システム１０３の典型的な実施形態を、図９において見ることが
できる。図９は、プロセッサ９０１、メモリ９０２、ユーザインターフェース９０３及び
通信システム９０４を含み、これら全てはバス９０５によって接続されている。
【００１６】
　ＧＰＳゲートは仮想のゲートウエイであり、ＧＰＳ受信機とＧＰＳゲート通信システム
間の応答を、トリガするために使用される。メッセージをトリガするためにＧＰＳゲート
ウエイを使用することの一つの利点は、トリガポイントで装置を必要としない事である。
これは、ＧＰＳゲートが、ＧＰＳ受信機に記憶された単なるデータであるためである。従
って、無限の数のＧＰＳゲートが共存する。さらに、ＧＰＳ受信機がその位置を数インチ
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の範囲で正確に決定することができるため、ＧＰＳゲート位置を正確に配置することがで
きる。さらに、複数のＧＰＳゲートが互いに近接して存在し、それぞれが異なるメッセー
ジを互いに干渉されることなくトリガすることができる。
【００１７】
　ＧＰＳゲートの長さ、幅及び高さは可変である。例えば、ＧＰＳゲートは１０フィート
（３．０４８ｍ）幅であり、ドライブウエイを横切って配置することができ、８０フィー
ト（２４．４ｍ）幅で且つハイウエイを横断して配置され、或いは特別な緯度又は軽度を
数千フィート横断して配置することができる。ＧＰＳゲートの形状もまた選択することが
できる。例えば、ＧＰＳゲートは直線、四角形、円、球或いはその他すべての形状であり
得る。ＧＰＳゲートの高さもまた選択することができる。
【００１８】
　一実施形態では、ＧＰＳゲートを、車両を運送する船舶が入港する港に配置しても良い
。ＧＰＳ受信機を搭載した船舶が一旦、港に入港し、ＧＰＳゲートを通過すると、その船
が到着したことを知らせ、且つ、その船の積み荷の情報を含むメッセージが送信される。
他の実施形態では、船に積載されたそれぞれの車が、搭載されたＧＰＳ受信機２００を有
していても良い。一旦、船とこの船に積まれた車がＧＰＳゲートを通過すると、ＧＰＳ受
信機は、その車を楽しみにしている自動車販売店及び／又はその車の購入者にメッセージ
を送って、その車が港に到着したことを示すことができる。ＧＰＳ受信機は、自動車の製
造者に同様にメッセージを送信し、その車が港に到着したことを示すこともできる。
【００１９】
　ＧＰＳゲートは単方向でも双方向でも良く、ＧＰＳゲートを単方向で通過した場合のみ
にＧＰＳ受信機がメッセージを送信するようにしても良く、或いはＧＰＳゲートをいずれ
かの方向で通過した場合に同じメッセージを送信するようにしても良く、ＧＰＳゲートを
異なる方向で通過した場合に異なるメッセージを送信するようにしても良い。例えば、Ｇ
ＰＳゲートを学校の駐車場の入口に配置することも可能であり、且つ、ＧＰＳ受信機は、
そのＧＰＳ受信機を持ち運ぶ学生、或いは学生が運転している車両中に搭載された受信機
が、駐車場内に入った時点を検出し、学生の親の携帯電話にテキストメッセージを送信し
、或いは両親の電子メールアカウントに電子メールを送信して、両親にその学生が到着し
たことを知らせることができる。ＧＰＳゲートを別の方向で通過して、その学生が駐車場
を離れた場合、その学生が学校を去ったことを両親に知らせるメッセージを送信すること
もできる。
【００２０】
　図３は、複数のＧＰＳゲートを使用する典型的な実施形態を示す。図３は、北西の角に
ビル３０２を有する交差点３０１を示している。ビル３０２は駐車場３０３によって取り
囲まれており、交差点３０１へ２つの入口を有している。この実施形態において、点線で
示されるＧＰＳゲート３０４及び３０６は、駐車場３０３への入口に配置される。或いは
、ＧＰＳゲートを、その不動産の全周囲にそって配置することもできる。例えば、ビル３
０２がサービス場所である場合、ＧＰＳ受信機は、ＧＰＳゲートを通過したことを検出し
て、通信システムを介してサービス場所にメッセージを送って、サービス場所に車の所有
者が到着したことを知らせるようにしても良い。メッセージは、サービス場所のコンピュ
ータシステム、携帯電話、ＰＤＡ或いはサービス場所で使用されているその他の全ての電
子機器によって受信される。例えば、サービス場所の使用人がそのメッセージを受信し、
その車両の履歴を引き出し、所有者が予約があって到着したか否かを決定することができ
る。さらに、この実施形態では、第３のＧＰＳゲート３０５をサービス場所の入口に配置
することができる。従って、ＧＰＳ受信機が、ＧＰＳゲート３０５を通過したことを検出
すると、診断情報を通信システムを介してサービス場所に転送することができる。例えば
、車両マイレージ数、メインテナンス履歴及びエラーコードをサービス場所に転送するこ
とができる。従って、メッセージをトリガするためにＧＰＳゲートを使用する１つの利点
は、その場所でどのＧＰＳゲートを通過したかに基づいて、異なるメッセージを同じ場所
に送信することができる、と言うことである。
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【００２１】
　他の実施形態において、複数のＧＰＳゲートを高速道路に配置することができる。ＧＰ
Ｓ受信機が第１のＧＰＳゲートを通過した場合、通信システムを介してメッセージを交通
モニタリングサーバに送信し、何時、ＧＰＳゲートが通過されたかを示すことができる。
第１のＧＰＳゲートから既知の距離にある第２のＧＰＳゲートをＧＰＳ受信機が通過した
場合、別のメッセージを送信し、その後、ＧＰＳ受信機が第１のゲートから第２のゲート
に達するまでに要した時間を交通モニタリングサーバが計算することができる。交通モニ
タリングサーバは、受信したメッセージに基づいて、高速道路上の交通量のレベルを決定
することができる。
【００２２】
　ＧＰＳゲートを多くの位置に配置することができる。一実施形態では、ＧＰＳゲートを
ドライブスルーの入口に配置することができる。一旦、ＧＰＳ受信機がＧＰＳゲートを通
過したことを決定すると、ＧＰＳ受信機はメッセージをレストランに送信することができ
る。例えば、ＧＰＳ受信機は、ユーザインターフェースを介してＧＰＳ受信機に入力され
たオーダーを送信することができる。或いは、顧客の好みのオーダーをレストランに記憶
しておき、顧客のＧＰＳ受信機がＧＰＳゲートを通過した場合に、顧客の好みのオーダー
を自動的にセットすることができる。さらに、オンラインで、電話又はＧＰＳ受信機のユ
ーザインターフェース２０４を介して、顧客の到着以前にオーダーをセットすることがで
き、さらに、ユーザがレストランの駐車場或いはドライブスルーに入ってきた場合に、レ
ストランは、注文客が到着し、オーダーしたことを知らされる。
【００２３】
　他の実施形態では、ＧＰＳゲートを空港又は鉄道の駅の入口に配置し、ＧＰＳゲートが
通過された場合、ユーザの到着をチェックするために、メッセージを空港及び鉄道の駅に
送信することができる。
【００２４】
　さらに、ＧＰＳ受信機は、ＧＰＳゲートを通過したあとで情報を受信することができる
。上記空港の実施例を使用して、ユーザが飛行機又は列車にチェックインした後、空港シ
ステムがＧＰＳ受信機にメッセージを送信し、例えば、飛行機がスケジュール通りか否か
、もっと速い便に席があるか否か、或いは、ランクの高い座席があるか否かを、ゲートに
いるユーザに知らせることもできる。
【００２５】
　ＧＰＳゲートはシステム中で単純なデータポイントであるため、例えば、サーバ位置は
、ＧＰＳゲートが何処に位置しているかを示して、顧客に、ＧＰＳゲートを通過するオプ
ションを与えるようにすることができる。
【００２６】
　図４は、ＧＰＳゲートシステムを使用する典型的な方法を示している。ステップ４０１
で、ＧＰＳ受信機は、サテライトネットワークから受信した信号に基づいてその位置を決
定する。ステップ４０２において、ＧＰＳ受信機は、自身がＧＰＳゲートを通過したか否
かを決定する。現在の位置を以前に決定した位置と比較することによって、ＧＰＳ受信機
は、ＧＰＳ受信機が移動している方向をその速度と共に、識別することができる。ＧＰＳ
受信機がＧＰＳゲートを通過していない場合、処理はステップ４０１に戻る。ＧＰＳ受信
機がＧＰＳゲートを通過した場合、ＧＰＳ受信機は、通過したＧＰＳゲートに基づいて、
メッセージを生成する（４０３）。ＧＰＳ受信機はその後、通信システムを介して、通過
したＧＰＳゲートに関係するＧＰＳ通信システムにつながり（４０４）、生成されたメッ
セージを送信する（４０５）。
【００２７】
　図５は、ＧＰＳゲートシステムを使用する他の典型的な実施形態を示す。ステップ５０
１において、ＧＰＳ受信機は、サテライトネットワークから受信した信号に基づいて、自
身の位置を決定する。ステップ５０２で、ＧＰＳ受信機は、ＧＰＳゲートを通過したか否
かを決定する。ＧＰＳ受信機がＧＰＳゲートを通過していない場合、プロセスはステップ



(9) JP 2012-513600 A 2012.6.14

10

20

30

40

50

５０１に戻る。ＧＰＳ受信機がＧＰＳゲートを通過した場合、ＧＰＳ受信機はユーザに、
通過したＧＰＳゲートに関係するメッセージを送信する許可を要求する。ユーザが同意し
ない場合、システムはステップ５０１に戻る。ユーザの決定は、ユーザが特定のＧＰＳゲ
ートを通過する毎にアクセプトする必要が無いように、初期設定として保存することがで
きる。ユーザが同意した場合、ＧＰＳ受信機は、通過したＧＰＳゲートに基づいてメッセ
ージを生成する（５０４）。ＧＰＳ受信機は、その後、通過したＧＰＳゲートに関係する
ＧＰＳ通信システムに、通信システムを介してつながり（５０５）、生成したメッセージ
を送信する（５０６）。通過したＧＰＳゲートに関係するＧＰＳ通信システムは、その後
、ＧＰＳ受信機に送り返すメッセージがあるか否かを決定し（５０７）、ユーザが到来す
るメッセージを受け入れるように、リクエストを送信する（５０８）。ユーザがメッセー
ジを受信することに同意すると、通過したＧＰＳに関係するＧＰＳ通信システムは、ＧＰ
Ｓ受信機にメッセージを送信する（５０９）。ユーザが同意しないと、システムはステッ
プ５０１に戻る。
【００２８】
　ＧＰＳゲートシステムの他の典型的な実施形態を図６に示す。図６は、サテライトシス
テム６０１を示しており、このシステムはＧＰＳ受信機６０２に複数の信号を送信し、受
信機６０２は自身の位置を決定するために送信された信号を使用する。ＧＰＳ受信機６０
２は、セルラーネットワーク、サテライトネットワーク、無線インターフェース接続等の
通信システム６０３に、通信可能に接続されており、通信システム６０３は、ＧＰＳゲー
ト通信システム６０４に通信可能に接続されている。通信システム６０３にはモニタが通
信可能に接続されており、ＧＰＳ受信機がＧＰＳゲートを通過した時点をモニタしている
。
【００２９】
　図７は、図６に従ってＧＰＳゲートシステムを使用する典型的な方法を示す。ステップ
７０１において、ＧＰＳ受信機は、ＧＰＳサテライトネットワークから受信した信号に基
づいてその位置を決定する。ＧＰＳ受信機によって決定された位置は、次に、通信システ
ムを介してモニタに送信される。モニタは、ステップ７０３において、ＧＰＳ受信機がＧ
ＰＳゲートを通過したか否かを決定する。ＧＰＳ受信機がＧＰＳゲートを通過した場合、
モニタは、そのゲートに関係するメッセージを生成し（ステップ７０４）、そのメッセー
ジを、関係するＧＰＳゲート通信システムに送信する（ステップ７０５）。
【００３０】
　図８は、図６に従ってＧＰＳゲートシステムを使用する、他の典型的な方法を示す。ス
テップ８０１において、ＧＰＳ受信機は、ＧＰＳサテライトネットワークから受信した信
号に基づいてその位置を決定する。ＧＰＳ受信機は、次に、ＧＰＳゲートを通過したか否
かを決定する（ステップ８０２）。もし、ＧＰＳゲートを通過しなかった場合、システム
はステップ８０１に戻る。ＧＰＳゲートを通過した場合、ＧＰＳ受信機は、例えば、ゲー
トの識別子、ゲートを通過した方向のような、ＧＰＳゲート情報を、通信システムを介し
てモニタに送信する（ステップ８０３）。ステップ８０４において、モニタは受信したＧ
ＰＳゲート情報に基づいてメッセージを生成し、その後、そのメッセージをＧＰＳゲート
通信システムに送信する（ステップ８０５）。
【００３１】
　図９は典型的なモニタを示す。図９は、プロセッサ９０１、メモリ９０２、ユーザイン
ターフェース９０３及び通信システム９０４を含み、これらは全てバス９０５に接続され
ている。例えば、モニタは、コールセンターの一部であっても良く、或いはネットワーク
サーバであっても良い。
【００３２】
　図１０はＧＰＳゲートの使用の典型的な実施形態を示す。図１０は、サービス場所１０
０１とサービスベイの入口にあるＧＰＳゲート１００２を示している。サービス場所は、
特定の日にメインテナンスが計画されている車両のリストを更新することができる。リス
ト上の車両が外部、例えばサービス場所から１マイル離れた場所のＧＰＳゲート１００３
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ービス場所にその車両がまもなく到着することを伝えるようにすることもできる。車両が
外部のＧＰＳゲート１００３を通過した後、モニタが車両のメインテナンス履歴のダウン
ロードを開始することもできる。或いは、車両が外部のＧＰＳゲートを通過したことを検
出した後、モニタは、車両に付属する情報をロードするようにしても良い。車両が、例え
ば、ＧＰＳゲート１００２のような、サービス場所に近いＧＰＳゲートを通過した後、モ
ニタがサービス場所にメッセージを送信するようにしても良い。
【００３３】
　他の実施形態において、外部のＧＰＳゲート１００３は、例えば、サービス場所から５
０ヤード離れていても良い。サービス場所が、制限速度が例えば４０ｍｐｈの路上に位置
していた場合で、かつ、ＧＰＳ受信機がＧＰＳゲートを通過した場合、ＧＰＳ受信機が１
５ｍｐｈで走行していた場合、ＧＰＳ受信機は、その車両がサービス場所に入ってくる可
能性が非常に高いと判断し、サービス場所にメッセージを送信する。しかしながら、ＧＰ
Ｓゲート１００３を通過した場合に、ＧＰＳ受信機が４０ｍｐｈで走行していると、ＧＰ
Ｓ受信機は、その車両がサービス場所に入っていく可能性が低いと判断して、メッセージ
を送信しない。ＧＰＳゲートを通過した場合に、メッセージを送信するか否かを決定する
ために、ＧＰＳ受信機の走行軌跡を、ＧＰＳ受信機が決定するようにしても良い。
【００３４】
　さらに別の実施形態において、メインテナンスを予定されている車両がＧＰＳゲートを
通過する場合、ＧＰＳ受信機は、ドライバの好み、例えば、座席に関する好み又はラジオ
局の好みを含むメッセージを生成するようにしても良い。ドライバの好みはその後、代車
のＧＰＳ受信機に送信されて、ドライバが代車に乗り込んだ場合に、ドライバシートが既
に好みの位置にあり、ドライバの好みのラジオ局が放送されているようにしても良い。さ
らに、ＧＰＳゲートがレンタカーの場所に配置されている場合、ドライバの好みをレンタ
カーに送信するようにしても良い。
【００３５】
　更なる実施形態において、外部ＧＰＳゲートを通過した後、モニタは車両が走行してい
る方向を決定することもできる。例えば、矢印１００５に従った方向に走行している車両
であって、ＧＰＳゲート１００３をクロスするがサービス場所に向かってはいない車両は
メッセージをトリガしないが、矢印１００４に従った方向、即ち、サービス場所に向かっ
て走行している車両はメッセージをトリガするようにしても良い。モニタは、例えば、車
両の現在の位置を過去の位置と比較することによって、車両が向かっている方向を決定す
ることができる。モニタは、サービス場所に導く複数のルートを記憶していても良いし、
メインテナンスが計画された車両がそのルートに沿って走行している場合、モニタはサー
ビス場所にメッセージを送信する。
【００３６】
　本発明の複数の実施形態をここに示しかつ説明した。しかしながら、本発明の修正及び
変形は、上記教示によってカバーされること、及び、本発明の精神及び意図された範囲か
ら離れることなく、添付の請求の範囲内にあることは、明らかである。
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