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(57)【要約】
　移動端末の位置を測定する方法であって、ＧＰＳ信号
を使用して移動端末の位置を測定するＧＰＳ受信機回路
への電源オンと電オフを繰り返し切り替える工程を有す
る。ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューテ
ィ比が、移動端末が前の測定位置から移動した距離に対
応して調整される。電源オン対電源オフのデューティ比
は、ＧＰＳ信号途絶の確認に対応して、ＧＰＳ測定の前
の位置からの加速度から算出の距離、移動端末の加速度
から算出の速度、セルラシステムからの測位支援情報の
入手性、ＷＬＡＮ／ブルートゥースデバイスからの信号
の存在／不存在、および／または新しいセルラ基地局Ｉ
Ｄの検出に対応して、調整されてもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動端末の位置を測位する方法であって、
　ＧＰＳ信号を使用して前記移動端末の位置を測位するＧＰＳ受信機回路の電源オンと電
源オフとを繰り返し切り替える切替ステップと、
　前記移動端末の位置を前回測位したときからの前記移動端末の移動距離に応じて前記Ｇ
ＰＳ受信機回路の前記電源オンと前記電源オフとの間のデューティ比を調整する調整ステ
ップと
を有する方法。
【請求項２】
　前記調整ステップは、
　少なくとも閾値としての時間長にわたって、前記ＧＰＳ受信機回路への前記ＧＰＳ信号
の強度が前記移動端末の位置を測位するためには不適切な強度になってしまったことに応
じて、前記移動端末においていつＧＰＳ信号が途絶したかを検出するステップと、
　前記移動端末においてＧＰＳ信号が途絶すると、前記ＧＰＳ受信機回路への電源をオフ
に切り替えるステップと、
　加速度に基づいて測位された現在の前記移動端末の位置と前記ＧＰＳ信号に基づいて前
回測位された位置との間の距離が閾値距離を越えるようになるまで、前記ＧＰＳ受信機回
路の電源オフサイクルの継続期間を延長するステップと、
　前記ＧＰＳ受信機回路への電源がオンに切り替わると、前記移動端末の現在位置をＧＰ
Ｓ信号に基づいて測位することを試行するステップと
を有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　加速度に基づいて測位された現在位置と、前記ＧＰＳ信号に基づいて前回測位された位
置との間の距離が閾値であるキャリブレーション距離を越えたことに応じて、加速度計回
路のキャリブレーションを実行するステップ
をさらに有することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記調整ステップは、
　前記ＧＰＳ信号の強度が前記移動端末の位置を測位するためには不適切な強度になって
しまったことに応じて、前記移動端末においていつＧＰＳ信号が途絶したかを検出するス
テップと、
　前記移動端末においてＧＰＳ信号が途絶した位置の履歴を記録するステップと、
　前記履歴に記録されている過去に前記移動端末においてＧＰＳ信号が途絶したことのあ
る位置に前記移動端末が到着したことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の電源をオフに切
り替えるステップと
を有することを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記移動端末においてＧＰＳ信号が途絶することになる少なくとも一つの位置を示す情
報を他の通信装置から無線インタフェースを介して受信するステップと、
　受信した前記移動端末においてＧＰＳ信号途絶することになる少なくとも一つの位置を
示す情報を前記履歴に追加するステップと
をさらに有することを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記調整ステップは、
　前記ＧＰＳ受信機回路が電源オンとなるサイクルの間は前記ＧＰＳ受信機回路を用いて
ＧＰＳに基づいた前記移動端末の現在の位置を測位するステップと、
　前記ＧＰＳ受信機回路が電源オフとなるサイクルの間は前記移動端末に備えられた加速
度計回路から取得された加速度の情報を用いて加速度に基づいた前記移動端末の位置を測
位するステップと、
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　加速度に基づいて測位された前記移動端末の現在の位置と前記ＧＰＳ信号に基づいて前
回測位された位置との間の距離が閾値距離を越えるようになるまで、前記ＧＰＳ受信機回
路の電源オフサイクルの継続期間を延長するステップと
を有することを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記調整ステップは、
　前記ＧＰＳ受信機回路が電源オンとなるサイクルの間は前記ＧＰＳ受信機回路を用いて
ＧＰＳに基づいた前記移動端末の現在の位置を測位するステップと、
　前記ＧＰＳ受信機回路が電源オフとなるサイクルの間は前記移動端末に備えられた加速
度計回路から取得された加速度の情報を用いて前記移動端末の移動速度を決定するステッ
プと、
　前記移動端末の移動速度に応じて前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オンと前記電源オフ
との間のデューティ比を調整するステップと
を有することを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記移動端末の移動速度に応じて前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オンと前記電源オフ
との間のデューティ比を調整するステップは、
　前記移動端末の移動速度が閾値速度を超えていることに応じて前記ＧＰＳ受信機回路の
前記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比を増加させるステップと、
　前記移動端末の移動速度が閾値速度を下回っていることに応じて前記ＧＰＳ受信機回路
の前記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比を減少させるステップと
を有することを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記調整ステップは、
　前記移動端末の位置を測位する際に前記ＧＰＳ受信機回路によって使用されるセルラシ
ステムからの測位支援情報の利用可能性を判定するステップと、
　前記セルラシステムからの測位支援情報が利用可能であれば、前記ＧＰＳ受信機回路の
前記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比を増加させるステップと、
　前記セルラシステムからの測位支援情報が利用可能でなければ、前記ＧＰＳ受信機回路
の前記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比を減少させるステップと
を有することを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記調整ステップは、
　前記移動端末が予め定められた時間にわたって実質的に静止していた位置であって過去
に測位した位置と過去に定義した位置との少なくとも一方に関連付けられたＷＬＡＮ装置
からの信号を発見したことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オフに対する前記
電源オンのデューティ比を減少させるステップと、
　前記移動端末が予め定められた時間にわたって実質的に静止していた位置であって過去
に測位した位置と過去に定義した位置との少なくとも一方に関連付けられた前記ＷＬＡＮ
装置からの信号を検知していないことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オフに
対する前記電源オンのデューティ比を増加させるステップと
を有することを特徴とする請求項１ないし９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記調整ステップは、
　前記移動端末が予め定められた時間にわたって実質的に静止していた位置であって過去
に測位した位置と過去に定義した位置との少なくとも一方に関連付けられたブルートゥー
ス装置からの信号を発見したことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オフに対す
る前記電源オンのデューティ比を減少させるステップと、
　前記移動端末が予め定められた時間にわたって実質的に静止していた位置であって過去
に測位した位置と過去に定義した位置との少なくとも一方に関連付けられた前記ブルート
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ゥース装置からの信号を検知していないことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源
オフに対する前記電源オンのデューティ比を増加させるステップと
ことを特徴とする請求項１ないし１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記調整ステップは、
　前記移動端末が、セルラ基地局から送信される新しいセルラ基地局ＩＤを受信して識別
するようになるまで、前記ＧＰＳ受信機回路の電源オフサイクルの継続時間を延長するス
テップ
を有することを特徴とする請求項１ないし１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　移動端末であって、
　ＧＰＳ信号を使用して前記移動端末の位置を測位するＧＰＳ受信機回路と、
　前記ＧＰＳ受信機回路の電源オンと電源オフとを繰り返し切り替えるとともに、前記移
動端末の位置を前回測位したときからの前記移動端末の移動距離に応じて前記ＧＰＳ受信
機回路の前記電源オンと前記電源オフとの間のデューティ比を調整する制御回路と
を備えることを特徴とする移動端末。
【請求項１４】
　前記移動端末の加速度を示す加速度情報を生成する加速度計回路と、
　前記ＧＰＳ受信機回路が電源オフとなるサイクルの間、前記加速度計回路からの加速度
情報を用いて加速度に基づいた前記移動端末の現在の位置を測位する加速度ベース測位回
路と
をさらに備え、
　前記ＧＰＳ受信機回路は、少なくとも閾値としての時間長にわたって、前記ＧＰＳ受信
機回路への前記ＧＰＳ信号の強度が前記移動端末の位置を測位するためには不適切な強度
になってしまったことに応じて、前記移動端末においていつＧＰＳ信号が途絶したかを検
出し、
　前記制御回路は、前記移動端末においてＧＰＳ信号が途絶すると、前記ＧＰＳ受信機回
路への電源をオフに切り替えるとともに、加速度に基づいて測位された現在の前記移動端
末の位置と前記ＧＰＳ信号に基づいて前回測位された位置との間の距離が閾値距離を越え
るようになるまで、前記ＧＰＳ受信機回路の電源オフサイクルの継続期間を延長し、前記
ＧＰＳ受信機回路への電源がオンに切り替わると、前記移動端末の現在位置をＧＰＳ信号
に基づいて測位することを試行する
ことを特徴とする請求項１３に記載の移動端末。
【請求項１５】
　前記移動端末の加速度を示す加速度情報を生成する加速度計回路と、
　前記ＧＰＳ受信機回路が電源オフとなるサイクルの間、前記加速度計回路からの加速度
情報を用いて加速度に基づいた前記移動端末の現在の位置を測位する加速度ベース測位回
路と
をさらに備え、
　前記ＧＰＳ受信機回路は、電源オンとなるサイクルの間、ＧＰＳに基づいた前記移動端
末の現在の位置を測位し、
　前記制御回路は、加速度に基づいて測位された前記移動端末の現在の位置と前記ＧＰＳ
信号に基づいて測位された位置との間の距離が閾値距離を越えるようになるまで、前記Ｇ
ＰＳ受信機回路の電源オフサイクルの継続期間を延長する
ことを特徴とする請求項１３または１４に記載の移動端末。
【請求項１６】
　加速度に基づいて測位された現在位置と前記ＧＰＳ信号に基づいて測位された位置との
間の距離が閾値であるキャリブレーション距離を越えたことに応じて、前記加速度計回路
のキャリブレーションを実行するキャリブレーション回路
をさらに備えることを特徴とする請求項１５に記載の移動端末。
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【請求項１７】
　前記移動端末の加速度を示す加速度情報を生成する加速度計回路と、
　前記ＧＰＳ受信機回路が電源オフとなるサイクルの間、前記加速度計回路から取得され
た加速度情報を用いて前記移動端末の移動速度を決定する移動速度決定回路と
を備え、
　前記制御回路は、前記移動端末の移動速度が閾値速度を超えていることに応じて前記Ｇ
ＰＳ受信機回路の前記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比を増加させ、前記移
動端末の移動速度が閾値速度を下回っていることに応じて前記ＧＰＳ受信機回路の前記電
源オフに対する前記電源オンのデューティ比を減少させる
ことを特徴とする請求項１３ないし１６のいずれか１項に記載の移動端末。
【請求項１８】
　セルラシステムと通信するとともに、無線インタフェースを介して前記セルラシステム
から測位支援情報を受信するセルラ通信回路をさらに備え、
　前記ＧＰＳ受信機回路は、前記受信した測位支援情報を使用して前記ＧＰＳ信号を捕捉
し、前記移動端末の位置を測位し、
　前記制御回路は、前記セルラシステムからの前記測位支援情報の利用可能性を判定し、
前記セルラシステムからの前記測位支援情報が利用可能であれば前記ＧＰＳ受信機回路の
前記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比を増加させ、前記セルラシステムから
の前記測位支援情報が利用可能でなければ前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オフに対する
前記電源オンのデューティ比を減少させる
ことを特徴とする請求項１３ないし１７のいずれか１項に記載の移動端末。
【請求項１９】
　前記制御回路は、前記移動端末が予め定められた時間にわたって実質的に静止していた
位置であって過去に測位した位置と過去に定義した位置との少なくとも一方に関連付けら
れたＷＬＡＮ装置からの信号を発見したことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源
オフに対する前記電源オンのデューティ比を減少させ、前記移動端末が予め定められた時
間にわたって実質的に静止していた位置であって過去に測位した位置と過去に定義した位
置との少なくとも一方に関連付けられた前記ＷＬＡＮ装置からの信号を検知していないこ
とに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比
を増加させる
ことを特徴とする請求項１３ないし１８のいずれか１項に記載の移動端末。
【請求項２０】
　前記制御回路は、前記移動端末が予め定められた時間にわたって実質的に静止していた
位置であって過去に測位した位置と過去に定義した位置との少なくとも一方に関連付けら
れたブルートゥース装置からの信号を発見したことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前
記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比を減少させ、前記移動端末が予め定めら
れた時間にわたって実質的に静止していた位置であって過去に測位した位置と過去に定義
した位置との少なくとも一方に関連付けられた前記ブルートゥース装置からの信号を検知
していないことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オフに対する前記電源オンの
デューティ比を増加させる
ことを特徴とする請求項１３ないし１９のいずれか１項に記載の移動端末。
【請求項２１】
　移動端末であって、
　ＧＰＳ信号を使用して前記移動端末の位置を測位するＧＰＳ受信機回路と、
　前記ＧＰＳ信号を用いて前記移動端末の位置を前回測位したときからの前記移動端末の
移動距離に応じて前記ＧＰＳ受信機回路に供給される電力を調整する制御回路と
を備えることを特徴とする移動端末。
【請求項２２】
　前記制御回路は、前記移動端末が過去に通信したブルートゥース装置とＷＬＡＮ装置と
のすくなくとも一方からのＲＦ信号を検知できないことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路
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の電源をオンに切り替える
ことを特徴とする請求項２１に記載の移動端末。
【請求項２３】
　前記制御回路は、セルラ基地御局から新しいセルラ基地局ＩＤを受信して識別したこと
に応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の電源をオンに切り替える
ことを特徴とする請求項２１または２２に記載の移動端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動端末の位置を測定する移動端末および方法に関し、より詳細には、全地
球測位システム（ＧＰＳ）信号に基づき移動端末の位置を測定する装置および方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　セルラ移動端末、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ラップトップコンピュータおよび同種のも
のなどの多くの移動端末が、今ではＧＰＳ受信機を装備している。ＧＰＳは、地球の周り
の軌道上にある一群の衛星を使用する宇宙ベースの無線三角測量システムである。ＧＰＳ
受信機は、衛星の中の種々の衛星から受信する無線信号のタイミングおよびそれらの衛星
の既知の位置に基づき、自端末の位置を三角測量する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ＧＰＳ受信機の位置測定には、通常、４つ以上のＧＰＳ衛星からのナビゲーションデー
タ信号から、ナビゲーションパラメータセットの取得を必要とする。このプロセスは、Ｇ
ＰＳ測位プロセスの期間が一般にＧＰＳ受信機が最初にどのくらい多くの情報を有してい
るかに依存するので、数分かかることがある。ほとんどのＧＰＳ受信機は、最大１年先の
衛星予定位置を大雑把に描写するアルマナックデータを使用してプログラムされている。
しかし、ＧＰＳ受信機が自装置のおおよその位置を知らなくても、可視衛星からＧＰＳ信
号を取得し、それに固定して自動追尾するのに、著しく多くの時間を必要としないことが
ある。ＧＰＳ信号のモニタリングプロセスは、環境要因によって大きな影響を受けること
がある。例えば、野外で容易に取得しうるＧＰＳ信号の取得が、受信機がビル内、車内お
よび／または群葉の下にあるとき、たいてい難しくなるかまたは不可能になる。
【０００４】
　ＧＰＳ受信機性能を改善するために、ＧＰＳ受信機によるＧＰＳ信号の取得およびそれ
に関連した位置測定を促進させうる支援情報、例えば時間および位置の推定値、衛星エフ
ェメリスおよびクロック情報、ならびに可視衛星リスト（これは一般に移動端末の位置で
変わる）などを、ＧＰＳ受信機に提供する技法が開発された。このような支援情報は、例
えば地上セルラ通信システムから送信されてもよい。しかし、支援情報は必ずしも入手可
能ではないことがある。例えばユーザが、ユーザのセルラプロバイダがサービスを提供し
ていない地域を旅行しているときなどである。このような支援情報を入手可能でないとき
、ＧＰＳ受信機の応答時間が大幅に増加するのを、ユーザは経験するかもしれない。
【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信号を使用して移動端末の位置を測定するＧＰ
Ｓ受信機回路への電源オンと電源オフの繰り返し切り替え工程を有する移動端末の位置を
測定する方法に関する。ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューティ比（デュー
ティサイクル）は、前の測定位置から移動機が移動した距離に応じて調整される。
【０００６】
　いくつかのさらなる実施形態では、ＧＰＳ受信機回路における電源オン対電源オフのデ
ューティ比の調整は、ＧＰＳ受信機回路が少なくとも閾時間長の間に移動端末の位置を測
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定するのに十分なＧＰＳ信号強度がないことを受けて、移動端末においてＧＰＳ信号が途
絶しているのを検出する工程と、ＧＰＳ受信機回路の電源オフサイクル中に移動端末の加
速度計回路からの加速度情報を使用して、移動端末の加速度ベースの現在位置を測定する
工程と、移動端末の加速度ベースの現在位置とＧＰＳ測定の前の位置との間の距離が閾距
離を上回るまで、ＧＰＳ受信機回路の電源オフサイクル期間を延長する工程と、ＧＰＳ受
信機回路の電源オン時に移動端末のＧＰＳ測定による現在位置の測定を試みる工程とを有
する。
【０００７】
　ＧＰＳ受信機回路を選択的に電源オフすることによって、かつ加速度回路からの加速度
情報を使用し移動端末がどのくらい遠くまで移動したかを測定して、ＧＰＳ受信機をいつ
電源オンすべきかを決定することによって、移動端末の電力消費の大幅な削減を達成する
。
【０００８】
　いくつかのさらなる実施形態では、方法は、移動端末の加速度ベースの現在位置とＧＰ
Ｓ測定の前の位置との間の距離が閾較正距離を上回るのに対応して、加速度計回路を較正
（キャリブレーション）する工程をさらに有する。
【０００９】
　いくつかのさらなる実施形態では、方法は、ＧＰＳ受信機回路が移動端末の位置を測定
するのに十分なＧＰＳ信号強度がなく、移動端末においてＧＰＳ信号が途絶しているのを
検出する工程と、ＧＰＳ途絶位置を記録する工程と、それ以降、前に記録したＧＰＳ途絶
位置に置かれている移動端末に対して、ＧＰＳ受信機回路を電源オフすることによって対
応する工程とをさらに有する。移動端末は、別の通信デバイスから無線エアインタフェー
スを通じて、移動端末においてＧＰＳ信号が途絶することになる少なくとも１つの場所に
ついて受信してもよく、受信した少なくとも１つのＧＰＳ途絶位置を記録に加えてもよい
。
【００１０】
　いくつかのさらなる実施形態では、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューテ
ィ比の調整は、電源オンサイクル中にＧＰＳ受信機回路を使用して移動端末のＧＰＳベー
スの位置を測定する工程と、ＧＰＳ受信機回路の電源オフサイクル中に移動端末の加速度
計回路からの加速度情報を使用して移動端末の加速度ベースの現在位置を測定する工程と
、移動端末の加速度ベースの現在位置とＧＰＳベースの位置との間の距離が閾距離を上回
るまで、ＧＰＳ受信機回路の電源オフサイクル期間を延長する工程とを有する。
【００１１】
　いくつかのさらなる実施形態では、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューテ
ィ比の調整は、電源オンサイクル中にＧＰＳ受信機回路を使用して移動端末のＧＰＳベー
スの位置を測定する工程と、ＧＰＳ受信機回路の電源オフサイクル中に移動端末の加速度
計回路からの加速度情報を使用して移動端末の速度を測定する工程と、移動端末の測定速
度に対応してＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューティ比を調整する工程とを
有する。
【００１２】
　いくつかのさらなる実施形態では、移動端末の測定速度に対応したＧＰＳ受信機回路の
電源オン対電源オフのデューティ比の調整は、移動端末の測定速度が閾速度を上回ること
に対応してＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューティ比を増大する工程と、移
動端末の測定速度が閾速度を下回ることに対応してＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オ
フのデューティ比を減少する工程とを有する。
【００１３】
　いくつかのさらなる実施形態では、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューテ
ィ比の調整は、移動端末の位置を測定するためにＧＰＳ受信機回路が使用する測位支援情
報のセルラシステムからの入手可能性を判定する工程と、セルラシステムからの測位支援
情報が入手できることに対応してＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューティ比
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を増大する工程と、セルラシステムからの測位支援情報が入手できないことに対応してＧ
ＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューティ比を減少する工程とを有する。
【００１４】
　いくつかのさらなる実施形態では、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューテ
ィ比の調整は、移動端末が少なくとも閾時間の間は実質上静止していたと以前決められた
および／または定められた位置に関連付けられた無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬ
ＡＮ）デバイスからの信号の発見に応えて、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデ
ューティ比を減少する工程を有する。
【００１５】
　いくつかのさらなる実施形態では、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューテ
ィ比の調整は、移動端末が少なくとも閾時間の間は実質上静止していたと以前決められた
および／または定められた位置に関連付けられたＷＬＡＮデバイスからの信号がないこと
の検出に応えて、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューティ比を増大する工程
を有する。
【００１６】
　いくつかのさらなる実施形態では、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューテ
ィ比の調整は、移動端末が少なくとも閾時間の間は実質上静止していたと以前決められた
および／または定められた位置に関連付けられたブルートゥースデバイスからの信号の発
見に応えて、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューティ比を減少する工程を有
する。
【００１７】
　いくつかのさらなる実施形態では、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューテ
ィ比の調整は、移動端末が少なくとも閾時間の間は実質上静止していたと以前決められた
および／または定められた位置に関連付けられたブルートゥースデバイスからの信号がな
いことの検出に応えて、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューティ比を増大す
る工程を有する。
【００１８】
　いくつかのさらなる実施形態では、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューテ
ィ比の調整は、移動端末がセルラ基地局送信の新しいセルラ基地局ＩＤを受信し確認する
まで、ＧＰＳ受信機回路の電源オフサイクル期間を延長する工程を有する。
【００１９】
　本発明のいくつかの他の実施形態は、ＧＰＳ受信機回路およびコントローラ回路を有す
る移動端末に関する。ＧＰＳ受信機回路は、ＧＰＳ信号を使用して移動端末の位置を測定
するように構成される。コントローラ回路は、ＧＰＳ受信機回路への電源オンと電源オフ
を繰り返し切り替え、移動端末が前に測定した位置から移動した距離に対応してＧＰＳ受
信機回路の電源オン対電源オフのデューティ比を調整するように構成される。
【００２０】
　いくつかのさらなる実施形態では、移動端末は、移動端末の加速度を示す加速度情報を
生成する加速度計回路と、ＧＰＳ受信機回路の電源オフサイクル中に加速度計回路からの
加速度情報を使用して、移動端末の加速度ベースの現在位置を測定するように構成された
加速度ベース位置測定回路とをさらに有する。ＧＰＳ受信機回路は、少なくとも閾時間長
の間に移動端末の位置を測定するのに十分なＧＰＳ信号強度がないことを受けて、移動端
末においてＧＰＳ信号が途絶しているのを検出するように構成される。コントローラ回路
は、移動端末においてＧＰＳ信号が途絶していることの検出に応えてＧＰＳ受信機回路を
電源オフにし、移動端末の加速度ベースの現在位置とＧＰＳ測定の前の位置との間の距離
が閾距離を上回るまでＧＰＳ受信機回路の電源オフサイクル期間を延長し、ＧＰＳ受信機
回路の電源オン時に移動端末のＧＰＳ測定による現在位置の測定を試みるように構成され
る。
【００２１】
　いくつかのさらなる実施形態では、移動端末は、移動端末の加速度を示す加速度情報を
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生成する加速度計回路と、ＧＰＳ受信機回路の電源オフサイクル中に加速度計回路からの
加速度情報を使用して、移動端末の加速度計ベースの現在位置を測定するように構成され
た加速度ベース位置測定回路とをさらに有する。ＧＰＳ受信機回路は、電源オンサイクル
中に移動端末のＧＰＳベースの位置を測定する。コントローラ回路は、移動端末の加速度
計ベースの現在位置とＧＰＳベースの位置との間の距離が閾距離を上回るまで、ＧＰＳ受
信機回路の電源オフサイクル期間を延長する。
【００２２】
　いくつかのさらなる実施形態では、移動端末は、移動端末の加速度計ベースの現在位置
とＧＰＳ測定の前の位置との間の距離が閾較正距離を上回るのに対応して、加速度計回路
を較正するように構成された較正回路をさらに有する。
【００２３】
　いくつかのさらなる実施形態では、移動端末は、移動端末の加速度を示す加速度情報を
生成する加速度計回路と、ＧＰＳ受信機回路の電源オフサイクル中に加速度計回路からの
加速度情報を使用して、移動端末の速度を測定するように構成された速度測定回路とをさ
らに有する。コントローラ回路は、移動端末の測定速度が閾速度を上回ることに対応して
、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューティ比を増大し、移動端末の測定速度
が閾速度を下回ることに対応して、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューティ
比を減少するように構成される。
【００２４】
　いくつかのさらなる実施形態では、移動端末は、セルラシステムと通信し、セルラシス
テムから無線エアインタフェースを通じて測位支援情報を受信するように構成されたセル
ラ送受信機回路をさらに有する。ＧＰＳ受信機回路は、受信測位支援情報を使用して、Ｇ
ＰＳ信号に固定して自動追尾し、移動端末の位置を測定するように構成される。コントロ
ーラ回路は、セルラシステムからの測位支援情報の入手可能性を判定し、セルラシステム
から測位支援情報を入手できることに対応して、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフ
のデューティ比を増大し、セルラシステムから測位支援情報を入手できないことに対応し
て、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューティ比を減少するように構成される
。
【００２５】
　いくつかのさらなる実施形態では、コントローラ回路は、移動端末が少なくとも閾時間
の間は実質上静止していたと以前決められたおよび／または定められた位置に関連付けら
れたＷＬＡＮデバイスからの信号の発見に応えて、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オ
フのデューティ比を減少し、移動端末が少なくとも閾時間の間は実質上静止していたと以
前決められたおよび／または定められた位置に関連付けられたＷＬＡＮデバイスからの信
号がないことの検出に応えて、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデューティ比を
増大するように構成される。
【００２６】
　いくつかのさらなる実施形態では、コントローラ回路は、移動端末が少なくとも閾時間
の間は実質上静止していたと以前決められたおよび／または定められた位置に関連付けら
れたブルートゥースデバイスからの信号の発見に応えて、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対
電源オフのデューティ比を減少し、移動端末が少なくとも閾時間の間は実質上静止してい
たと以前決められたおよび／または定められた位置に関連付けられたブルートゥースデバ
イスからの信号がないことの検出に応えて、ＧＰＳ受信機回路の電源オン対電源オフのデ
ューティ比を増大するように構成される。
【００２７】
　本発明のいくつかの他の実施形態は、ＧＰＳ受信機回路およびコントローラ回路を有す
る移動端末に関する。ＧＰＳ受信機回路は、ＧＰＳ信号を使用して移動端末の位置を測定
するように構成される。コントローラ回路は、ＧＰＳ信号を使用して前に測定した位置か
ら移動端末が移動した距離に対応して、ＧＰＳ受信機回路に供給する電力を調整するよう
に構成される。
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【００２８】
　いくつかのさらなる実施形態では、コントローラ回路は、移動端末が以前通信していた
ブルートゥースデバイスおよび／またはＷＬＡＮデバイスからのＲＦ信号がないことの発
見に応えて、ＧＰＳ受信機回路の電源をオンにするように構成される。
【００２９】
　いくつかのさらなる実施形態では、コントローラ回路は、セルラ基地局からの新しいセ
ルラ基地局ＩＤの受信および確認に応えて、ＧＰＳ受信機回路の電源をオンにするように
構成される。
【００３０】
　本発明の実施形態による他の電子デバイスおよび／または方法についても、以下の図面
および詳細説明を精査するとき、当業者にとって明白であろう、または明白になるであろ
う。そのような付加的な電子デバイスおよび方法のすべてが、本明細書内に含まれ、本発
明の範囲内に含まれ、添付の特許請求の範囲によって保護されることを意図している。
【００３１】
　本発明のさらなる理解を提供するために含まれ、本願に引用され、本願の一部を構成す
る添付の図面は、本発明の特定の実施形態を示す。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明のいくつかの実施形態による、ＧＰＳ受信機回路への電力を調整する例示
の移動端末を含む、地上および衛星通信システムの略ブロック図である。
【図２】本発明のいくつかの実施形態による、図１に示される例示の移動端末のさらなる
態様を示す略ブロック図である。
【図３】本発明のいくつかの実施形態による、図２に示したＧＰＳ受信機回路における電
源オン／電源オフをトリガするトリガイベントおよび関連方法や、ＧＰＳ受信機回路にお
ける電源オン対電源オフのデューティ比の増大／減少をトリガするトリガイベントおよび
関連方法を示すイベント図である。
【図４】本発明のいくつかの実施形態による、図２に示したＧＰＳ受信機回路における電
源オン対電源オフのデューティ比の調整を示すタイミング図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　本発明について、本発明の実施形態を示す添付の図面を参照して、より十分に以下に説
明する。しかし、本発明は、多くの代替形態で具体化されうるので、本明細書に記載の実
施形態に限定されると解釈されるべきではない。
【００３４】
　従って、本発明は種々の変更形態および代替形態を受け入れる余地があるが、その特定
の実施形態を例として図面に示しており、本明細書で詳細に説明する。しかし、開示する
特定の形態に本発明を限定する意図がないどころか、本発明が、特許請求の範囲に規定さ
れる本発明の精神および範囲内に入るすべての変更形態、均等物、代替形態を網羅するこ
とは理解されるべきである。図の描写のすべてにわたって、同様の数は同様の要素に言及
する。
【００３５】
　本明細書で使用する専門用語は、特定の実施形態を説明する目的のためだけであり、本
発明を限定する意図はない。本明細書で使用する限り、単数形の「１つの」（“ａ”“ａ
ｎ”）および「その」（“ｔｈｅ”）は、文脈の中で明白に違うように示されない限り、
複数の形態も含むことを意図している。用語「備える」（“ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ”“ｃｏ
ｍｐｒｉｓｉｎｇ”）および／または「有する、含む」（“ｉｎｃｌｕｄｅｓ”“ｉｎｃ
ｌｕｄｉｎｇ”）は、本明細書で使用するとき、述べられた特徴、数、ステップ、動作、
要素および／またはコンポーネントの存在を指定するが、１つ以上の他の特徴、数、ステ
ップ、動作、要素、コンポーネントおよび／またはこれらのグループの存在または追加を
除外しないことが、さらに理解されるであろう。さらに、要素が別の要素に「反応する」
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（“ｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅ”）または「接続されている」（“ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ”）と
言及されるとき、他の要素に直接反応するかまたは直接接続されてもよいし、介在要素が
存在してもよい。それに対して、要素が別の要素に「直接反応する」（“ｄｉｒｅｃｔｌ
ｙ　ｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅ”）または「直接接続されている」（“ｄｉｒｅｃｔｌｙ　ｃ
ｏｎｎｅｃｔｅｄ”）と言及されるとき、介在要素は存在しない。本明細書で使用する限
り、用語「および／または」（“ａｎｄ／ｏｒ”）は、関係する１つ以上の列挙項目の任
意およびすべての組み合わせを含み、「／」（“／”）と略されてもよい。
【００３６】
　種々の要素を説明するために、第１、第２などの用語を本明細書で使用することがある
が、これらの要素がこれらの用語によって限定されるべきでないことは理解されるであろ
う。これらの用語は、ある要素を別の要素から区分するためだけに使用される。本開示の
教示から逸脱することなしに、例えば、第１の要素を第２の要素と称することができ、同
様に、第２の要素を第１の要素と称することができよう。いくつかの図面は、通信の主な
方向を示す通信パスの矢印を有するが、通信が描かれた矢印の反対方向に起こってもよい
ことは理解されるべきである。
【００３７】
　いくつかの実施形態は、ブロック図および動作フロー図に関して記述されており、各ブ
ロックは、指定の（１つ以上の）論理機能を実施する１つ以上の実行命令を備える回路要
素、モジュールまたはコードの一部分を表す。他の実施では、ブロックに言及されている
（１つ以上の）機能が、言及されている順序とは異なって起こってもよいことにも注目す
べきである。例えば、関与する機能によっては、連続して示される２つのブロックは、実
際のところ、実質上同時に実行されてもよいし、またブロックは、時には逆の順序で実行
されてもよい。
【００３８】
　例示および説明だけの目的で、本発明の種々の実施形態について、セルラ通信（例えば
、セルラ音声および／またはデータ通信）を実施するように構成された移動端末の文脈で
本明細書に記述する。しかし、本発明がそのような実施形態に限定されず、ＧＰＳ信号を
使用して移動端末の位置を測定するＧＰＳ受信機回路を有し、種々の定められたトリガイ
ベントに対応してＧＰＳ受信機回路への電源オンと電源オフを切り替えるように構成され
たどんな移動端末においても、一般的に具体化されうることは理解されるであろう。
【００３９】
　本発明の種々の実施形態について、ＧＰＳ衛星に関連して本明細書に記述するが、これ
らが疑似衛星または衛星と疑似衛星の組み合わせを利用する測位システムに適用可能であ
ることは、理解されるであろう。疑似衛星は、Ｌバンドキャリア信号で変調された従来の
衛星ソースのＧＰＳ信号に類似で、一般にＧＰＳ時間に同期している信号をブロードキャ
ストする地上ベースの送信機である。本明細書での使用では、用語「衛星」は、疑似衛星
または疑似衛星の均等物を含むことを意図しており、本明細書で使用する限り、ＧＰＳ信
号という用語は、疑似衛星または疑似衛星の均等物からのＧＰＳのような信号を含むこと
を意図している。同様に、以下の検討は米国のＧＰＳシステムを参照するが、本明細書の
種々の実施形態は、ＧＬＯＮＡＳＳシステムまたはＧＡＬＩＬＥＯシステムなどの類似の
衛星測位システムに適用しうる。本明細書で使用する限り、用語「ＧＰＳ」は、ＧＬＯＮ
ＡＳＳシステムおよびＧＡＬＩＬＥＯシステムを含むそのような代替衛星測位システムを
含む。従って、用語「ＧＰＳ信号」は、そのような代替衛星測位システムからの信号を含
んでもよい。
【００４０】
　図１は、ＧＰＳ受信機回路を有する例示の移動端末１００を含む、地上および衛星通信
システムの略ブロック図である。図２は、図１に示される移動端末１００のさらなる態様
を示す略ブロック図である。
【００４１】
　図１および２を参照すると、移動端末１００は、１群のＧＰＳ衛星１１０から受信する
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ＧＰＳ無線信号を使用して移動端末１００の地理的位置を測定するＧＰＳ受信機回路２０
０を有する。ＧＰＳ受信機回路２００は、可視衛星からＧＰＳ無線信号を受信し、無線信
号がそれぞれのＧＰＳ衛星から移動端末１００まで伝わるのにかかる時間を測定する。伝
達時間に伝播速度を掛けることによって、ＧＰＳ受信機回路２００は、視野内の各衛星ま
での距離を計算する。ＧＰＳ無線信号の中で提供されるエフェメリス情報が衛星の軌道お
よび速度を描写し、それによって、ＧＰＳ受信機回路２００は、三角測量処理によって移
動端末１００の位置の計算が可能になる。
【００４２】
　ＧＰＳ受信機回路２００の立ち上げには、４つ以上のＧＰＳ衛星のナビゲーションデー
タ信号からのナビゲーションパラメータセットの取得が一般的に必要となる。ＧＰＳ受信
機回路２００のこの初期設定プロセスは、ＧＰＳ受信機回路２００が自装置のおおよその
位置および／または時間についての知識などの情報をどのくらい多く最初に持っているか
次第で、最大数分かかることがある。
【００４３】
　移動端末１００は、複数のセルラ基地局１２０ａ～ｃと通信しうるセルラ送受信機２３
０を有してもよく、各セルラ基地局１２０ａ～ｃは、それぞれのセル１３０ａ～ｃ内にセ
ルラ通信を提供する。セルラ送受信機２３０は、１つ以上のセルラプロトコルに従って通
信をエンコード／デコードおよび制御するように構成されてもよく、それらのセルラプロ
トコルには、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ）通信、
ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、ＥＤＧＥ（
Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、符
号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、広帯域ＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００および／またはＵＭＴ
Ｓ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ）を含んでもよいが、これらに限定されない。
【００４４】
　セルラ送受信機２３０は、１つ以上の基地局１２０ａ～ｃ経由でセルラシステムから測
位支援情報を受信しうる。セルラシステムは、移動通信交換局（ＭＴＳＯ、Mobile Telep
hone Switching Office）および１つ以上の基地局１２０ａ～ｃを通して通信される測位
支援情報を生成する測位支援部１４０を有してもよい。ＭＴＳＯ１５０は、インターネッ
ト、別のパケット交換ネットワーク、および／または公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）などの
ネットワーク１５２に接続されてもよい。測位支援部１４０は、例えば、移動端末１００
が送信し、位置が分かっている複数の基地局１２０ａ～ｃが受信した信号から、三角測量
に基づき移動端末１００の位置を測定してもよい。代替または追加で、移動端末１００が
測位支援情報から自装置の位置を三角測量できるように、測位支援部１４０は、複数の基
地局１２０ａ～ｃを通して移動端末１００に送信されるタイミング信号および関連基地局
位置情報などの測位支援情報を生成してもよい。代替または追加で、測位支援部１４０は
、移動端末１００の予定または計算された位置に基づき、ＧＰＳカバレッジデータを配信
してもよい。
【００４５】
　移動端末１００は、代替または追加で、ＷＬＡＮデバイス（例えば、ＷＬＡＮルータ）
および／またはブルートゥース対応通信デバイスからＷＬＡＮ／ブルートゥース送受信機
２４０によって測位支援情報を受信してもよく、それらのデバイスについては、測位支援
部１４０から測位支援情報を受信してもよい。
【００４６】
　ＧＰＳ受信機回路２００は、より迅速におよび／またはより確実にＧＰＳ信号に固定し
て自動追尾し、その位置を測定するために、測位支援情報を使用してもよい。例えば、Ｇ
ＰＳ受信機回路２００がそのおおよその位置についての事前知識なしに電源オンされると
、ＧＰＳ信号を取得するのに１分から数分かかるかもしれない。対照的に、ＧＰＳ受信機
回路２００が電源オンされ、セルラシステムから測位支援情報を提供されると、たぶん２
、３秒内にＧＰＳ信号を取得できるだろう。
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【００４７】
　移動端末１００は、コントローラ回路２１０をさらに有してもよく、コントローラ回路
２１０は、無線ローカルエリアネットワーク／ブルートゥース送受信機２４０、キーパッ
ド２５０、マイクロホン２５２、スピーカ２５４、メモリ２５６およびディスプレイ２５
８に通信接続されている。コントローラ２１０は、本明細書に記載の種々の機能を実施す
る命令をメモリ２５６から実行しうる汎用プロセッサおよび／またはデジタル信号プロセ
ッサを有してもよい。コントローラ２１０は、ＧＰＳ受信機回路２００とは別に示されて
いるが、その機能の少なくとも一部はＧＰＳ受信機回路２００内に具体化されてもよいし
、および／またはその逆も同様であることは、理解されるべきである。
【００４８】
　いくつかの実施形態によれば、コントローラ２１０は、ＧＰＳ受信機回路２００の電源
オンおよび電源オフの状態を制御することによって、ＧＰＳ受信機回路２００の電力消費
を管理する。例えば、コントローラ２１０は、移動端末１００が前の測定位置から移動し
た距離に対応して、ＧＰＳ受信機回路２００への電源オンと電源オフを繰り返し切り替え
て、ＧＰＳ受信機回路２００の電源オン対電源オフのデューティ比を調整してもよい。コ
ントローラ２１０は、ＧＰＳ受信機回路２００全体への電力を供給と停止との間で切り替
えるスイッチを制御してもよいし、および／またはＧＰＳ受信機回路２００の少なくとも
一部に電源オンと電源オフとの間で切り替えさせる信号を生成してもよい。
【００４９】
　例えば、移動端末１００が比較的静止したままである間（例えば、無人の車に放置され
ているか、または一晩中サイドテーブルに置かれている間）、コントローラ２１０は、Ｇ
ＰＳ受信機回路２００の電源を自動的にオフにしてもよい。ＧＰＳ測定の前の位置から十
分な距離を移動しているとの移動端末１００の感知に応えて、コントローラ２１０は、Ｇ
ＰＳ受信機回路２００の電源を自動的にオンにし、ＧＰＳ信号を使用して移動端末１００
の位置の測定を試みてもよい。
【００５０】
　さらなる例として、移動端末１００がビル内でＧＰＳ信号が途絶していて、その結果と
して、ＧＰＳ受信機回路２００を使用してその位置を測定できない場所にある間、コント
ローラ２１０は、ＧＰＳ受信機回路２００の電源を自動的にオフにすることによって対応
してもよい。移動端末１００がＧＰＳ測定の前の位置から十分な距離を移動（例えば、ビ
ルの外に出るのに十分な距離を移動）したことに対応して、コントローラ２１０は、ＧＰ
Ｓ受信機回路２００の電源を自動的にオンにし、ＧＰＳ信号を使用してその位置の測定を
試みてもよい。
【００５１】
　図４は、本発明のいくつかの実施形態によるＧＰＳ受信機回路２００の電源オン対電源
オフのデューティ比の調整を示すタイミング図である。図４を参照すると、ＧＰＳ受信機
回路２００は、第１の期間４０２の間電源オンされ、第２の期間４０４の間電源オフされ
、次いで第３の期間４０６の間電源オンされる。第１、第２および第３の期間４０２、４
０４および４０６の長さ（すなわち、電源オン対電源オフのデューティ比）は、種々のト
リガイベントに対応して調整されるが、これについては以下でさらに説明する。例えば、
ＧＰＳ受信機回路２００は、第４の期間４０８中は延長された時間（Ｔ＿ｏｆｆ＿ｅｘｔ
ｅｎｄｅｄ）の間電源オフのまま保持されて、それによって電源オン対電源オフのデュー
ティ比を減少する。
【００５２】
　図３に関して以下で説明するように、ＧＰＳ受信機回路２００は、例えば移動端末１０
０が実質上静止したままである、閾速度を下回っている、セルラ支援測位を利用できるこ
との検出、移動端末が静止したままだったところを以前観察した／ところと以前定めた場
所と関連付けられたＷＬＡＮおよび／またはブルートゥースデバイスの存在の発見、およ
び／または移動端末１００がＧＰＳ途絶領域（例えばビル内）に位置していることの検出
などのトリガイベントに対応して、電源オフされてもよく、それも延長された期間電源オ
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フのまま持続されてもよい（例えば、電源オン対電源オフのデューティ比の減少）。
【００５３】
　以下で説明する他のトリガイベントに対応して、ＧＰＳ受信機回路２００は、第５の期
間４１０の間電源オンされ、次いで第６の期間４１２の間電源オフされる。図示のように
、ＧＰＳ受信機回路２００は、第７の期間４１４中は延長された時間（Ｔ＿ｏｎ＿ｅｘｔ
ｅｎｄｅｄ）の間電源オンのまま保持され、それによって電源オン対電源オフのデューテ
ィ比を増大する。図３に関して以下でさらに説明するように、ＧＰＳ受信機回路２００は
、例えば移動端末１００が最後のＧＰＳベース測定位置から少なくとも閾距離を移動した
、少なくとも閾速度を有する、セルラ支援測位を利用できないことの検出、移動端末が静
止したままだったところを以前観察した／ところと以前定めた場所と関連付けられたＷＬ
ＡＮおよび／またはブルートゥースデバイスからの信号がないことの発見、および／また
は新しいセルラ基地局ＩＤの検出などのトリガイベントに対応して、電源オンされてもよ
く、それも延長された期間電源オンのまま保持されてもよい（例えば、電源オン対電源オ
フのデューティ比の増大）。
【００５４】
　図３は、コントローラ２１０にＧＰＳ受信機回路２００への電源を調整させうるトリガ
イベントおよび関連方法を示すイベント図である。コントローラ２１０は、１つ以上のト
リガイベントに対して、定義されたただ１つの動作であるＧＰＳ受信機回路２００の電源
オンまたは電源オフの実施によって対応してもよい。あるいは、コントローラ２１０は、
１つ以上のトリガイベントに対応して、ＧＰＳ受信機回路２００の電源オンと電源オフを
繰り返して、ＧＰＳ受信機回路２００の電源オン対電源オフのデューティ比（すなわち、
電源オン期間の電源オフ期間に対する比）を調整（増大／減少）してもよい。
【００５５】
　移動端末１００とＧＰＳ信号に基づいて前に測定した位置との間の距離は、移動端末１
００が感知した加速度に基づき検出される。トリガイベント３０２を参照すると、前のＧ
ＰＳ位置測定から閾時間の経過後、コントローラ２１０は、移動端末１００が前に測定し
たＧＰＳ位置からまだ閾距離離れていないと判定する場合、ＧＰＳ受信機回路２００の電
源オフにより対応してもよい。ＧＰＳ受信機回路２００が繰り返し直ぐにオン・オフされ
るとき、コントローラ２１０は、ＧＰＳ受信機回路２００の電源オフ時間の延長および／
または電源オン時間の短縮によって、電源オン対電源オフのデューティ比を減少してもよ
い。
【００５６】
　それとは対照的に、トリガイベント３０４を参照すると、移動端末１００が前に測定さ
れたＧＰＳ位置から少なくとも閾距離離れていると判定する場合、コントローラ回路２１
０は、ＧＰＳ受信機回路２００をオンにすることにより対応してもよい。ＧＰＳ受信機回
路２００が繰り返し直ぐにオン・オフされるとき、コントローラ２１０は、ＧＰＳ受信機
回路２００の電源オフ時間の短縮および／または電源オン時間の延長によって、電源オン
対電源オフのデューティ比を増大してもよい。
【００５７】
　閾距離は静的である必要はないが、それは、例えば時間、移動端末１００の速度、移動
端末が検出する他の通信ネットワークの数および／またはタイプ（例えば、定められたセ
ルラシステム／ＷＬＡＮ／ブルートゥースネットワークの存在／不存在）に対応して、コ
ントローラ２１０が閾距離を変えるように調整してもよいからである。
【００５８】
　移動端末１００は、加速に反応して加速度情報を生成する加速度測定回路２２０を使用
して加速度を感知してもよい。ＧＰＳ受信機２００が電源オフである間、コントローラ２
１０は、加速度情報を使用して、移動端末１００とＧＰＳ信号からＧＰＳ受信機回路２０
０が測定した前の位置との間の距離を測定する。例えば、コントローラ２１０は、ＧＰＳ
受信機回路２００が電源オフされている間、移動端末の位置を測定するために加速度信号
を時間に関して二重積分してもよい。加速度測定回路２２０は、移動端末１００の少なく
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とも２次元方向の移動に対応しうる少なくとも２方向の加速度を感知する少なくとも２軸
の加速度計を有してもよい。移動端末１００は、地面に対して種々の角度で保持されるこ
とがあるので、３軸加速度計あるいは２軸加速度計および傾斜センサを有してもよく、こ
れらは、移動端末１００が地面に対してどの角度で保持されるかに関係なく、コントロー
ラ２１０が地面に沿って移動した距離を測定するのを可能にする。
【００５９】
　ＧＰＳ受信機回路２００を選択的に電源オフすることによって、かつ移動端末１００が
どのくらい遠くまで移動したかを測定するために加速度測定回路２２０からの加速度情報
を使用して、ＧＰＳ受信機回路２００をいつ電源オンすべきかを決定することによって、
移動端末１００の電力消費の大幅な節減を達成しうる。例えば、ＧＰＳ受信機回路２００
は、少なくとも３０ｍＷの電力を消費するかもしれないのに対して、際立って対照的に、
加速度計回路２２０は３ｍＷ未満の電力しか消費しないかもしれない。その結果として、
位置をより継続的に測定するために加速度計回路２２０を使用し、移動端末の位置を更新
するためにＧＰＳ受信機回路２００の電源オン／オフを繰り返すことで、バッテリ駆動時
の移動端末１００の動作期間を大幅に延長することができる。
【００６０】
　トリガイベント３０６および３０８を参照すると、コントローラ２１０は、移動端末１
００の速度に対応して、ＧＰＳ受信機回路２００への電力を調整してもよい。コントロー
ラ２１０は、加速度情報から速度を測定してもよい（すなわち、速度は加速度情報の時間
に関する一重積分から測定されてもよい）。コントローラ２１０は、速度が閾速度を下回
るとき、ＧＰＳ受信機回路２００を電源オフしてもよく、および／またはＧＰＳ受信機回
路２００のオン・オフを直ぐに繰り返すとき、ＧＰＳ受信機回路２００の電源オン対電源
オフのデューティ比を減少してもよい。コントローラ２１０は、速度が閾速度を上回ると
き、ＧＰＳ受信機回路２００を電源オンしてもよく、および／またはＧＰＳ受信機回路２
００のオン・オフを直ぐに繰り返すとき、電源オン対電源オフのデューティ比を増大して
もよい。従って、ＧＰＳ受信機回路２００は、移動端末１００が実質上静止しているとき
、電源オフのまま保持されてもよく、移動端末１００が移動しているとき直ぐにオン・オ
フを繰り返されてもよい。ＧＰＳ受信機回路２００は、移動端末１００がゆっくり移動す
る歩行者に携行されるとき、より長い期間電源オフのまま保持されてもよいが、移動端末
１００が速く移動する走行中の車内にあるとき、より長い期間電源オンのまま保持されて
もよい。
【００６１】
　閾速度は固定的である必要はないが、それは、例えば時間および／または移動端末が検
出した他の通信ネットワークの数および／またはタイプ（例えば、定められたセルラシス
テム／ＷＬＡＮ／ブルートゥースネットワークの存在／不存在）に対応して、閾速度を変
えるようにコントローラ２１０が調整してもよいからである。
【００６２】
　トリガイベント３１２の中の３１０を参照すると、コントローラ２１０は、測位支援情
報をセルラ通信システムから入手できるか否かに対応して、ＧＰＳ受信機回路２００への
電力を調整してもよい。コントローラ２１０は、セルラシステムからの測位支援情報の入
手可能性を検出してもよく、その情報を入手できる場合（イベント３１０）、コントロー
ラ２１０は、ＧＰＳ受信機回路２００の電源オン対電源オフのデューティ比を減少（例え
ば、電源オン期間を減少および／または電源オフ期間を増大）してもよい。対照的に測位
支援情報が入手できない場合（イベント３１２）、コントローラ２１０は、ＧＰＳ受信機
回路２００の電源オン対電源オフのデューティ比を増大（例えば、電源オン期間を増大お
よび／または電源オフ期間を減少）してもよい。従って、測位支援情報が入手できるとき
、ＧＰＳ受信機回路２００はその位置を迅速に測定しうるので、ＧＰＳ受信機回路２００
は、測位支援情報とＧＰＳ信号を併用してその位置を測定するために十分な時間である短
い時間電源オンされてもよく、次いで電源オフされて、再び電源オンされて素早くその位
置を測定するまでに、より長い期間電源オフされたままでよい。
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【００６３】
　トリガイベント３１４を参照すると、コントローラ２１０は、新しいセルラ基地局識別
子（ＩＤ）の検出に、ＧＰＳ受信機回路２００を電源オンすることで対応してもよく、お
よび／またはＧＰＳ受信機回路を繰り返しオン・オフするとき、コントローラ２１０は、
ＧＰＳ受信機回路２００の電源オン対電源オフのデューティ比を増大してもよい。コント
ローラ２１０は、新しいセルラ基地局ＩＤの検出を、移動機１００が例えば最後のＧＰＳ
測定位置および／またはＧＰＳ途絶位置から少なくとも閾距離だけ移動（例えば、ビル／
道路のトンネルの外に移動）したことの表示として使用してもよい。例えば、図１を参照
すると、移動端末１００は、セル１３０ａ内で動作している間、基地局１２０ａから第１
の基地局ＩＤを受信しうる。移動端末１００が、基地局１２０ｂがサービスを提供するセ
ル１３０ｂに移動すると、基地局１２０ｂから新しい基地局ＩＤを受信する。コントロー
ラ２１０は、ＧＰＳ受信機回路２００を電源オンして、ＧＰＳ信号を使用してその現在位
置を測定することで、新しい基地局ＩＤの受信に対応してもよい。
【００６４】
　図２に関して、移動端末１００は、ＷＬＡＮおよび／またはブルートゥース送受信機２
４０を有してもよく、この送受信機２４０は、ブルートゥースおよび／またはＩＥＥＥ８
０２．１１（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ～ｇ）などのＷｉＦｉを含んでもよいがこ
れらに限定されない短距離通信プロトコルの１つ以上に従って、通信をエンコード／デコ
ードおよび制御する。ＷＬＡＮ／ブルートゥース送受信機２４０は、ＷＬＡＮルータ（例
えば、ＷＬＡＮルータ２４２）および／またはブルートゥース対応通信デバイス（例えば
、デスクトップコンピュータ／家庭用電気製品２４４）からのＲＦ信号の存在を発見しう
るし、それに続く、移動端末１００がそれらの通信範囲の外に移動したことを示すそれら
のＲＦ信号の不存在を検出しうる。送受信機２４０は、代替または追加で、ＮＦＣ（Ｎｅ
ａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）信号によって、および／または他の短
距離通信信号（例えば、超広帯域通信信号、Ｚｉｇｂｅｅ、無線ＨＤＭＩ）によって、通
信するように構成されてもよい。
【００６５】
　トリガイベント３１６および３２０を参照すると、移動端末１００が比較的長い期間静
止するだろう場所に関係があるとコントローラ２１０が以前確認した、および／またはコ
ントローラ２１０の中に定められた無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）および
／またはブルートゥースデバイスを送受信機２４０が発見することに応えて、コントロー
ラ２１０は、ＧＰＳ受信機回路２００を電源オフしてもよい。コントローラ２１０は、確
認済みのＷＬＡＮルータおよび／または確認済みのブルートゥースデバイスからのＲＦ信
号の発見と、それに続く移動端末１００の少なくとも閾時間の間の静止状態との間の関連
性を学ぶように構成されてもよい。移動端末１００の静止場所と関係がある種々のＷＬＡ
Ｎルータおよび／またはブルートゥースデバイスのアイデンティティは、ユーザが、キー
パッド２５０および／または移動端末１００のコントローラ２１０の別のユーザインタフ
ェースを使用して定めてもよい。その確認およびそれに伴う移動端末１００が少なくとも
閾時間の間実質上静止したままであろうとの予想に応えて、コントローラ２１０は、少な
くとも定められた期間はＧＰＳ受信機回路２００の電源を切ることによって電力を節約し
てもよい。
【００６６】
　ＧＰＳ信号を使用して測定した前の位置から移動端末１００が少なくとも閾較正距離移
動したとの加速度情報からの判定に応えて、コントローラ２１０は、加速度測定回路２２
０を較正してもよい。例えば、ＧＰＳ測定の前の位置から少なくとも閾較正距離を移動後
、コントローラ２１０は、ＧＰＳ測定の前の位置とＧＰＳ測定の新しい位置を使用して、
ならびにＧＰＳ測定の前の位置と移動中の加速度情報を使用して、どのくらいの距離を移
動したかの２つの測定値を取得してもよい。コントローラ２１０は、２つの距離測定値の
差を使用して、加速度情報を使用した位置測定の仕方を較正することができる。
【００６７】
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　例えば、コントローラ２１０は、加速度情報を（例えば、スケーリング、スムージング
および／または既知の値／機能上の関係の組み合わせで）フィルタリングすることによっ
て、および／または加速度情報を時間に関して二重積分するために使用するクロックタイ
ミングを調節することによって、加速度測定回路２２０を較正してもよい。コントローラ
２１０は、時間間隔（ｄｔ）を数えるためにクロックを使用し、時間間隔にわたる平均加
速度（ベクトルＡ（ｉ））を測定する。間隔ｄｔ内の速度の変化（ベクトルｄＶ）、すな
わちｄＶは、Ａ（ｉ）×ｄｔである。次いで、位置の変化（ベクトルｄＰ）は、ｄＶ×ｄ
ｔまたはＡ（ｉ）×ｄｔ×ｄｔである。時間の経過に伴う、位置Ｐ１から位置Ｐ２への位
置Ｐの変化は、Ｐ１とＰ２との間の移動に使用された時間にわたるすべてのｄＰ（ｉ）の
合計に等しい。Ｐ２がＧＰＳ信号を使用して測定された観察位置Ｐ’２と一致しない場合
、コントローラ２１０は、位置Ｐ２とＰ’２の値が等しくなるように加速度情報に補正率
を掛けて、それによって加速度測定回路２２０を較正してもよい。
【００６８】
　コントローラ２１０は、移動端末１００が前に測定した静止位置から少なくとも閾距離
移動したことを示すそれに続くイベントを検出するまで、ＧＰＳ受信機回路２００を電源
オフのまま保持してもよい。例えば、トリガイベント３１８および３２２に関して、ＷＬ
ＡＮ／ブルートゥース送受信機２４０が前に確認済みのＷＬＡＮルータ（例えば、ＷＬＡ
Ｎルータ２４２）および／または前に確認済みのブルートゥースデバイス（例えば、デス
クトップコンピュータ／家庭用電気製品２４４）が送信するＲＦ信号の不存在を検出する
まで、ＧＰＳ受信機回路２００は電源オフのまま保持されてもよい。代替または追加で、
コントローラ２１０は、移動端末１００が前の静止位置から少なくとも閾距離移動したと
加速度情報から判定するまで、ＧＰＳ受信機回路２００を電源オフのまま保持してもよく
、閾距離移動したとの判定に応えて、ＧＰＳベースの位置を測定するために、ＧＰＳ受信
機回路２００を電源オンしてもよい。
【００６９】
　例として、移動端末１００がユーザ宅に到着すると、ＷＬＡＮ／ブルートゥース送受信
機２４０は、コントローラ回路２１０がユーザ宅にあると確認している、ユーザ宅内の既
知のＷＬＡＮルータおよび／またはブルートゥースデバイスの存在を発見しうる。ユーザ
宅にあると認識されてもよい例示のＷＬＡＮ／ブルートゥースデバイスには、ＷＬＡＮ／
ブルートゥース設定済みのデスクトップコンピュータ、冷蔵庫、サーモスタット、テレビ
受像機および／または別の家庭用電気製品を含んでもよいが、これらに限定されない。
【００７０】
　トリガイベント３２４を参照すると、移動端末１００が以前決められたおよび／または
定められた場所に現在あるとき、コントローラ２１０は、移動端末１００が少なくとも閾
時間の間は静止のまま留まるだろう場所と識別してもよい。例えば、移動端末１００が職
場および／またはユーザ宅に到着すると、コントローラ２１０がＧＰＳ受信機回路２００
の電源をオフすることによって多大な電力節約を達成しうるに十分に長い期間、その場所
に実質上静止したまま留まるだろうことを、コントローラ２１０は学習してもよい。次い
で、コントローラ２１０は、その場所から少なくとも閾距離移動したことを（例えば、加
速度情報、新しいセルラ基地局ＩＤの感知および／または前に確認済みのＷＬＡＮ／ブル
ートゥースデバイスからのＲＦ信号の不存在の検出によって）感知するまで、ＧＰＳ受信
機回路２００の電源をオフにしたまま保持してもよい。ＧＰＳ信号を使用してその場所の
検出を束の間試みるためにＧＰＳ受信機回路２００が電源オンされるその電源オンと電源
オンとの間に、ＧＰＳ受信機回路２００をより長い期間電源オフのまま保持するために、
コントローラ２１０は、ＧＰＳ受信機回路２００の電源オン対電源オフのデューティ比を
減少してもよい。
【００７１】
　トリガイベント３２６を参照すると、コントローラ２１０は、ＧＰＳ受信機回路２００
が少なくとも閾時間長の間にその位置を測定するのに十分なＧＰＳ信号強度がないことか
ら判定されうるような、移動端末１００においてＧＰＳ信号が途絶していることを識別し
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てもよい。閾時間長は、ユーザの一時的な身体の位置、他の一時的な信号パスの妨害、お
よび／またはＧＰＳ信号の信号干渉／マルチパス信号フェージング効果などの他の原因に
よるＧＰＳ信号の短い中断により起こることがある、ＧＰＳ途絶の誤判定を減少／除去す
るように定められてもよい。
【００７２】
　コントローラ２１０は、ＧＰＳ受信機回路２００のアンテナがユーザの身体の近く（例
えば、衣服のポケット内）にあるために、遮蔽（ＧＰＳ信号途絶）されることになりかね
ないかどうかを検出する近接センサとして動作するようにさらに構成されてもよい。コン
トローラ２１０は、近接センサでそのような近接性を判定してもよい。コントローラ２１
０は、追加または代替で、ユーザの身体または移動端末１００が置かれているテーブルな
どの別の対象物と、ＧＰＳアンテナが新しいインピーダンス結合を行っていることを示す
ＧＰＳアンテナインピーダンスの不整合および／またはＧＰＳアンテナインピーダンスの
変化を検出することによって、そのような近接性を判定してもよい。コントローラ２１０
は、追加または代替で、例えば移動端末２１０が衣服のポケット、ハンドバッグまたは車
のグローブボックスに置かれていることを示しうる明るさの大幅な変化などを感知するカ
メラを使用して、近接性および潜在的なＧＰＳ信号途絶を判定してもよい。
【００７３】
　コントローラ２１０は、移動端末１００がその途絶位置から少なくとも閾距離移動した
と判定されるまで、ＧＰＳ受信機回路２００を電源オフすることによってＧＰＳ信号途絶
の表示に対応してもよい。コントローラ２１０は、追加／代替で、ＧＰＳ信号を使用して
その位置を測定する電源オンの試みと試みの間に、より長い期間電源オフのまま留まるよ
うに、ＧＰＳ受信機回路２００のＧＰＳ電源オン対電源オフのデューティ比を減少しても
よい。
【００７４】
　コントローラ２１０はまた、メモリ２５６にその位置を書き込み、記録したＧＰＳ途絶
位置を使用して、移動端末１００が既知のＧＰＳ途絶位置にあると判定することによって
、ＧＰＳ信号途絶の表示に対応してもよい。移動端末１００が既知のＧＰＳ途絶位置にあ
るとき、移動端末１００がその場所から少なくとも閾距離移動したと判定されるまで、ト
リガイベント３２６によって、ＧＰＳ受信機回路２００を電源オフすることによって対応
してもよい。コントローラ２１０は、追加／代替で、ＧＰＳ信号を使用してその位置を測
定するための電源オンの試みと試みの間に、より長い期間電源オフのまま留まるように、
ＧＰＳ受信機回路２００のＧＰＳ電源オン対電源オフのデューティ比を減少してもよい。
【００７５】
　移動端末１００は（コントローラ２１０によって）、確認し、たぶんメモリ２５６に書
き込んでもよいＧＰＳ途絶位置を、他の移動端末と共有するように構成されてもよい。例
えば、移動端末１００は、セルラ送受信機２３０および／またはＷＬＡＮ／ブルートゥー
ス送受信機２４０を通して、他の移動端末および／または既知のＧＰＳ途絶位置の中央収
納庫の役目を果たす中央データベースに既知のＧＰＳ途絶位置を伝達してもよい。移動端
末１００は、同様に別の移動端末および／または既知のＧＰＳ途絶位置の中央収納庫から
既知のＧＰＳ途絶位置を受信してもよい。ＧＰＳ途絶位置は、例えば、位置測定を可能に
するのに十分なＧＰＳ信号強度がないビル内の範囲を特定してもよいし、同様に、位置測
定を可能にするのに十分なＧＰＳ信号強度があるビル内の他の範囲を特定してもよい。
【００７６】
　中央収納庫および／またはメモリ２５６の中で確認されるＧＰＳ途絶位置は、デジタル
地図および／または衛星写真の上にオーバーレイした図として、移動端末１００上に表示
されてもよい。それによってユーザは、ＧＰＳ信号のカバレッジが遮られるか、または別
の理由で位置測定に不十分である場所を目で観察しうる。例えば、ユーザがビル内で移動
端末１００を操作しているとき、ビルを示す衛星イメージが移動端末上に表示されてもよ
く、表示されたビルの上に既知のＧＰＳ途絶位置がオーバーレイされてもよい。それによ
ってユーザは、位置測定のためにＧＰＳ受信機回路２００を使用するのに十分なＧＰＳ信
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号強度を取得しうるビル内の場所を視覚的に識別しうる。同様に、中央収納庫にアクセス
しうるおよび／または移動端末１００から直接／間接にＧＰＳ途絶位置を取得しうる他の
電子デバイスが、デジタル地図および／または衛星写真の上にオーバーレイした図として
、それらの場所を表示してもよい。
【００７７】
　コントローラ２１０は、移動端末１００が既知のＧＰＳ途絶位置から定められた距離内
にある間は、ＧＰＳ受信機回路２００を電源オフのまま保持してもよく、（例えば、加速
度情報によって）そこから十分な距離を移動したと判定した時に、その位置を測定するた
めにＧＰＳ受信機回路２００を電源オンにしてもよい。
【００７８】
　例示のＧＰＳ受信機回路２００はＧＰＳ信号を使用して移動端末１００の地理的位置を
測定するように構成されていると説明したが、それ自体で位置測定の全部を実行するとは
限定されない。例えば、ＧＰＳ受信機回路２００は、ＧＰＳ信号を受信するＲＦ受信機回
路を含んでもよいし、ＧＰＳ受信機回路２００と対応するＧＰＳ衛星との間のタイミング
測定値を生成するためにＧＰＳ信号を使用する第１の処理回路と、そのタイミング測定値
を（タイミング測定値にＧＰＳ信号伝播速度を掛けることによって）ＧＰＳ受信機回路２
００と対応するＧＰＳ衛星との間の距離測定値に変換する第２の処理回路と、ＧＰＳ衛星
の既知の位置および距離測定値に基づき移動端末の位置座標を決定するために変換するか
、または他の同様な数学技法を使用する第３の処理回路を追加で含んでもよい。第１、第
２および／または第３の処理回路が全部、ＧＰＳ受信機回路２００内にあってもよいし、
またその回路の少なくとも一部が、コントローラ回路２１０内および／または移動端末１
００の他の回路内に具体化されてもよい。それに応じて、コントローラ回路２１０は、Ｒ
Ｆ受信機回路を電源オンおよび電源オフしてもよいし、ＧＰＳ受信機回路２００内および
／または移動端末１００内のどこかの、そのような位置測定機能を実行する他の処理回路
への電源をさらに調整してもよい。
【００７９】
　図面および本明細書において、本発明の実施形態を開示しており、特定の用語を使用し
ているが、それらは一般的説明的意味だけで使用されており、限定のためではない。本発
明の範囲は、次の特許請求の範囲に記載されている。
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【手続補正書】
【提出日】平成21年10月14日(2009.10.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動端末の位置を測位する方法であって、
　ＧＰＳ信号を使用して前記移動端末の位置を測位するＧＰＳ受信機回路の電源オンと電
源オフとを繰り返し切り替える切替ステップと、
　前記移動端末の位置を前回測位したときからの前記移動端末の移動距離に応じて前記Ｇ
ＰＳ受信機回路の前記電源オンと前記電源オフとの間のデューティ比を調整する調整ステ
ップと
を有し、
　前記調整ステップは、
　少なくとも閾値としての時間長にわたって、前記ＧＰＳ受信機回路への前記ＧＰＳ信号
の強度が前記移動端末の位置を測位するためには不適切な強度になってしまったことに応
じて、前記移動端末においていつＧＰＳ信号が途絶したかを検出するステップと、
　前記移動端末においてＧＰＳ信号が途絶すると、前記ＧＰＳ受信機回路への電源をオフ
に切り替えるステップと、
　加速度に基づいて測位された現在の前記移動端末の位置と、前記ＧＰＳ信号に基づいて
前回測位された位置であって、ＧＰＳ信号が途絶したと検知された前記移動端末が直前に
測位された他の位置との間の距離が閾値距離を越えるようになるまで、前記ＧＰＳ受信機
回路の電源オフサイクルの継続期間を延長するステップと、
　前記ＧＰＳ受信機回路への電源がオンに切り替わると、前記移動端末の現在位置をＧＰ
Ｓ信号に基づいて測位することを試行するステップと
を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　加速度に基づいて測位された現在位置と、前記ＧＰＳ信号に基づいて前回測位された位
置との間の距離が閾値であるキャリブレーション距離を越えたことに応じて、加速度計回
路のキャリブレーションを実行するステップをさらに有し、
　前記キャリブレーションは、前記加速度の情報をフィルタリングすること、および／ま
たは、前記加速度の情報を時間的に二重積分するためのクロックタイミングを調節するこ
と、および／または、計算により得られた位置Ｐ２を観測された位置Ｐ２’と等しくなる
ように前記加速度の情報に補正係数を乗算することによって、実行されることを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記調整ステップは、
　前記ＧＰＳ信号の強度が前記移動端末の位置を測位するためには不適切な強度になって
しまったことに応じて、前記移動端末においていつＧＰＳ信号が途絶したかを検出し、前
記移動端末においてＧＰＳ信号が途絶した位置の履歴を記録するステップと、
　前記履歴に記録されている過去に前記移動端末においてＧＰＳ信号が途絶したことのあ
る位置に前記移動端末が到着したことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の電源をオフに切
り替えるステップと
を有することを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記移動端末においてＧＰＳ信号が途絶することになる少なくとも一つの位置を示す情
報を他の通信装置から無線インタフェースを介して受信するステップと、
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　受信した前記移動端末においてＧＰＳ信号が途絶することになる少なくとも一つの位置
を示す情報を前記履歴に追加するステップと
をさらに有することを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記調整ステップは、
　前記ＧＰＳ受信機回路が電源オンとなるサイクルの間は前記ＧＰＳ受信機回路を用いて
ＧＰＳに基づいた前記移動端末の現在の位置を測位するステップと、
　前記ＧＰＳ受信機回路が電源オフとなるサイクルの間は前記移動端末に備えられた加速
度計回路から取得された加速度の情報を用いて前記移動端末の移動速度を決定するステッ
プと、
　前記移動端末の移動速度に応じて前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オンと前記電源オフ
との間のデューティ比を調整するステップと
を有することを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記移動端末の移動速度に応じて前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オンと前記電源オフ
との間のデューティ比を調整するステップは、
　前記移動端末の移動速度が閾値速度を超えていることに応じて前記ＧＰＳ受信機回路の
前記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比を増加させるステップと、
　前記移動端末の移動速度が閾値速度を下回っていることに応じて前記ＧＰＳ受信機回路
の前記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比を減少させるステップと
を有することを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記調整ステップは、
　前記移動端末の位置を測位する際に前記ＧＰＳ受信機回路によって使用されるセルラシ
ステムからの測位支援情報の利用可能性を判定するステップと、
　前記セルラシステムからの測位支援情報が利用可能であれば、前記ＧＰＳ受信機回路の
前記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比を増加させるステップと、
　前記セルラシステムからの測位支援情報が利用可能でなければ、前記ＧＰＳ受信機回路
の前記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比を減少させるステップと
を有することを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　移動端末の位置を測位する方法であって、
　ＧＰＳ信号を使用して前記移動端末の位置を測位するＧＰＳ受信機回路の電源オンと電
源オフとを繰り返し切り替える切替ステップと、
　前記移動端末の位置を前回測位したときからの前記移動端末の移動距離に応じて前記Ｇ
ＰＳ受信機回路の前記電源オンと前記電源オフとの間のデューティ比を調整する調整ステ
ップと
を有し、
　前記調整ステップは、
　前記移動端末が予め定められた時間にわたって実質的に静止していた位置であって過去
に測位した位置と過去に定義した位置との少なくとも一方に関連付けられたＷＬＡＮ装置
からの信号を発見したことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オフに対する前記
電源オンのデューティ比を減少させるステップと、
　前記移動端末が予め定められた時間にわたって実質的に静止していた位置であって過去
に測位した位置と過去に定義した位置との少なくとも一方に関連付けられた前記ＷＬＡＮ
装置からの信号を検知していないことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オフに
対する前記電源オンのデューティ比を増加させるステップと
を有することを特徴とする方法。
【請求項９】
　移動端末の位置を測位する方法であって、
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　ＧＰＳ信号を使用して前記移動端末の位置を測位するＧＰＳ受信機回路の電源オンと電
源オフとを繰り返し切り替える切替ステップと、
　前記移動端末の位置を前回測位したときからの前記移動端末の移動距離に応じて前記Ｇ
ＰＳ受信機回路の前記電源オンと前記電源オフとの間のデューティ比を調整する調整ステ
ップと
を有し、
　前記調整ステップは、
　前記移動端末が予め定められた時間にわたって実質的に静止していた位置であって過去
に測位した位置と過去に定義した位置との少なくとも一方に関連付けられたブルートゥー
ス装置からの信号を発見したことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オフに対す
る前記電源オンのデューティ比を減少させるステップと、
　前記移動端末が予め定められた時間にわたって実質的に静止していた位置であって過去
に測位した位置と過去に定義した位置との少なくとも一方に関連付けられた前記ブルート
ゥース装置からの信号を検知していないことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源
オフに対する前記電源オンのデューティ比を増加させるステップと
ことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記調整ステップは、
　前記移動端末が、セルラ基地局から送信される新しいセルラ基地局ＩＤを受信して識別
するようになるまで、前記ＧＰＳ受信機回路の電源オフサイクルの継続時間を延長するス
テップ
を有することを特徴とする請求項１ないし９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　移動端末であって、
　ＧＰＳ信号を使用して前記移動端末の位置を測位するＧＰＳ受信機回路と、
　前記ＧＰＳ受信機回路の電源オンと電源オフとを繰り返し切り替えるとともに、前記移
動端末の位置を前回測位したときからの前記移動端末の移動距離に応じて前記ＧＰＳ受信
機回路の前記電源オンと前記電源オフとの間のデューティ比を調整する制御回路と、
　前記移動端末の加速度を示す加速度情報を生成する加速度計回路と、
　前記ＧＰＳ受信機回路が電源オフとなるサイクルの間、前記加速度計回路からの加速度
情報を用いて加速度に基づいた前記移動端末の現在の位置を測位する加速度ベース測位回
路と
を備え、
　前記ＧＰＳ受信機回路は、少なくとも閾値としての時間長にわたって、前記ＧＰＳ受信
機回路への前記ＧＰＳ信号の強度が前記移動端末の位置を測位するためには不適切な強度
になってしまったことに応じて、前記移動端末においていつＧＰＳ信号が途絶したかを検
出し、
　前記制御回路は、前記移動端末においてＧＰＳ信号が途絶すると、前記ＧＰＳ受信機回
路への電源をオフに切り替えるとともに、加速度に基づいて測位された現在の前記移動端
末の位置と前記ＧＰＳ信号に基づいて前回測位された位置であってＧＰＳ信号が途絶した
と検知された前記移動端末が直前に測位された他の位置との間の距離が閾値距離を越える
ようになるまで、前記ＧＰＳ受信機回路の電源オフサイクルの継続期間を延長し、前記Ｇ
ＰＳ受信機回路への電源がオンに切り替わると、前記移動端末の現在位置をＧＰＳ信号に
基づいて測位することを試行する
ことを特徴とする移動端末。
【請求項１２】
　前記移動端末の加速度を示す加速度情報を生成する加速度計回路と、
　前記ＧＰＳ受信機回路が電源オフとなるサイクルの間、前記加速度計回路からの加速度
情報を用いて加速度に基づいた前記移動端末の現在の位置を測位する加速度ベース測位回
路と
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をさらに備え、
　前記ＧＰＳ受信機回路は、電源オンとなるサイクルの間、ＧＰＳに基づいた前記移動端
末の現在の位置を測位し、
　前記制御回路は、加速度に基づいて測位された前記移動端末の現在の位置と前記ＧＰＳ
信号に基づいて測位された位置との間の距離が閾値距離を越えるようになるまで、前記Ｇ
ＰＳ受信機回路の電源オフサイクルの継続期間を延長する
ことを特徴とする請求項１１に記載の移動端末。
【請求項１３】
　加速度に基づいて測位された現在位置と前記ＧＰＳ信号に基づいて測位された位置との
間の距離が閾値であるキャリブレーション距離を越えたことに応じて、前記加速度計回路
のキャリブレーションを実行するキャリブレーション回路
をさらに備えることを特徴とする請求項１２に記載の移動端末。
【請求項１４】
　前記移動端末の加速度を示す加速度情報を生成する加速度計回路と、
　前記ＧＰＳ受信機回路が電源オフとなるサイクルの間、前記加速度計回路から取得され
た加速度情報を用いて前記移動端末の移動速度を決定する移動速度決定回路と
を備え、
　前記制御回路は、前記移動端末の移動速度が閾値速度を超えていることに応じて前記Ｇ
ＰＳ受信機回路の前記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比を増加させ、前記移
動端末の移動速度が閾値速度を下回っていることに応じて前記ＧＰＳ受信機回路の前記電
源オフに対する前記電源オンのデューティ比を減少させる
ことを特徴とする請求項１１ないし１３のいずれか１項に記載の移動端末。
【請求項１５】
　セルラシステムと通信するとともに、無線インタフェースを介して前記セルラシステム
から測位支援情報を受信するセルラ通信回路をさらに備え、
　前記ＧＰＳ受信機回路は、前記受信した測位支援情報を使用して前記ＧＰＳ信号を捕捉
し、前記移動端末の位置を測位し、
　前記制御回路は、前記セルラシステムからの前記測位支援情報の利用可能性を判定し、
前記セルラシステムからの前記測位支援情報が利用可能であれば前記ＧＰＳ受信機回路の
前記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比を増加させ、前記セルラシステムから
の前記測位支援情報が利用可能でなければ前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オフに対する
前記電源オンのデューティ比を減少させる
ことを特徴とする請求項１１ないし１４のいずれか１項に記載の移動端末。
【請求項１６】
　移動端末であって、
　ＧＰＳ信号を使用して前記移動端末の位置を測位するＧＰＳ受信機回路と、
　前記ＧＰＳ受信機回路の電源オンと電源オフとを繰り返し切り替えるとともに、前記移
動端末の位置を前回測位したときからの前記移動端末の移動距離に応じて前記ＧＰＳ受信
機回路の前記電源オンと前記電源オフとの間のデューティ比を調整する制御回路と
を備え、
　前記制御回路は、前記移動端末が予め定められた時間にわたって実質的に静止していた
位置であって過去に測位した位置と過去に定義した位置との少なくとも一方に関連付けら
れたＷＬＡＮ装置からの信号を発見したことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源
オフに対する前記電源オンのデューティ比を減少させ、前記移動端末が予め定められた時
間にわたって実質的に静止していた位置であって過去に測位した位置と過去に定義した位
置との少なくとも一方に関連付けられた前記ＷＬＡＮ装置からの信号を検知していないこ
とに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比
を増加させる
ことを特徴とする移動端末。
【請求項１７】
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　移動端末であって、
　ＧＰＳ信号を使用して前記移動端末の位置を測位するＧＰＳ受信機回路と、
　前記ＧＰＳ受信機回路の電源オンと電源オフとを繰り返し切り替えるとともに、前記移
動端末の位置を前回測位したときからの前記移動端末の移動距離に応じて前記ＧＰＳ受信
機回路の前記電源オンと前記電源オフとの間のデューティ比を調整する制御回路と
を備え、
　前記制御回路は、前記移動端末が予め定められた時間にわたって実質的に静止していた
位置であって過去に測位した位置と過去に定義した位置との少なくとも一方に関連付けら
れたブルートゥース装置からの信号を発見したことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前
記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比を減少させ、前記移動端末が予め定めら
れた時間にわたって実質的に静止していた位置であって過去に測位した位置と過去に定義
した位置との少なくとも一方に関連付けられた前記ブルートゥース装置からの信号を検知
していないことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オフに対する前記電源オンの
デューティ比を増加させる
ことを特徴とする移動端末。
【請求項１８】
　移動端末であって、
　ＧＰＳ信号を使用して前記移動端末の位置を測位するＧＰＳ受信機回路と、
　前記ＧＰＳ信号を用いて前記移動端末の位置を前回測位したときからの前記移動端末の
移動距離に応じて前記ＧＰＳ受信機回路に供給される電力を調整する制御回路と
を備え、
　前記制御回路は、前記移動端末が過去に通信したブルートゥース装置とＷＬＡＮ装置と
の少なくとも一方からのＲＦ信号を検知できないことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の
電源をオンに切り替える
ことを特徴とする移動端末。
【請求項１９】
　前記制御回路は、セルラ基地御局から新しいセルラ基地局ＩＤを受信して識別したこと
に応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の電源をオンに切り替える
ことを特徴とする請求項１８に記載の移動端末。
【手続補正書】
【提出日】平成22年6月15日(2010.6.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動端末であって、
　ＧＰＳ信号を使用して前記移動端末の位置を測位するＧＰＳ受信機回路と、
　前記ＧＰＳ受信機回路の電源オンと電源オフとを繰り返し切り替えるとともに、前記移
動端末の位置を前回測位したときからの前記移動端末の移動距離に応じて前記ＧＰＳ受信
機回路の前記電源オンと前記電源オフとの間のデューティ比を調整する制御回路と、
　前記移動端末の加速度を示す加速度情報を生成する加速度計回路と、
　前記ＧＰＳ受信機回路が電源オフとなるサイクルの間、前記加速度計回路からの加速度
情報を用いて加速度に基づいた前記移動端末の現在の位置を測位する加速度ベース測位回
路と
を備え、
　前記ＧＰＳ受信機回路は、少なくとも閾値としての時間長にわたって、前記ＧＰＳ受信
機回路への前記ＧＰＳ信号の強度が前記移動端末の位置を測位するためには不適切な強度
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になってしまったことに応じて、前記移動端末においていつＧＰＳ信号が途絶したかを検
出し、
　前記制御回路は、前記移動端末においてＧＰＳ信号が途絶すると、前記ＧＰＳ受信機回
路への電源をオフに切り替えるとともに、加速度に基づいて測位された現在の前記移動端
末の位置と前記ＧＰＳ信号に基づいて前回測位された位置であってＧＰＳ信号が途絶した
と検知された前記移動端末が直前に測位された他の位置との間の距離が閾値距離を越える
ようになるまで、前記ＧＰＳ受信機回路の電源オフサイクルの継続期間を延長し、前記Ｇ
ＰＳ受信機回路への電源がオンに切り替わると、前記移動端末の現在位置をＧＰＳ信号に
基づいて測位することを試行する
ことを特徴とする移動端末。
【請求項２】
　前記ＧＰＳ受信機回路は、電源オンとなるサイクルの間、ＧＰＳに基づいた前記移動端
末の現在の位置を測位し、
　前記制御回路は、加速度に基づいて測位された前記移動端末の現在の位置と前記ＧＰＳ
信号に基づいて測位された位置との間の距離が閾値距離を越えるようになるまで、前記Ｇ
ＰＳ受信機回路の電源オフサイクルの継続期間を延長する
ことを特徴とする請求項１に記載の移動端末。
【請求項３】
　加速度に基づいて測位された現在位置と前記ＧＰＳ信号に基づいて測位された位置との
間の距離が閾値であるキャリブレーション距離を越えたことに応じて、前記加速度計回路
のキャリブレーションを実行するキャリブレーション回路
をさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の移動端末。
【請求項４】
　前記制御回路は、前記移動端末の移動速度が閾値速度を超えていることに応じて前記Ｇ
ＰＳ受信機回路の前記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比を増加させ、前記移
動端末の移動速度が閾値速度を下回っていることに応じて前記ＧＰＳ受信機回路の前記電
源オフに対する前記電源オンのデューティ比を減少させる
ことを特徴とする請求項１に記載の移動端末。
【請求項５】
　セルラシステムと通信するとともに、無線インタフェースを介して前記セルラシステム
から測位支援情報を受信するセルラ通信回路をさらに備え、
　前記ＧＰＳ受信機回路は、前記受信した測位支援情報を使用して前記ＧＰＳ信号を捕捉
し、前記移動端末の位置を測位し、
　前記制御回路は、前記セルラシステムからの前記測位支援情報の利用可能性を判定し、
前記セルラシステムからの前記測位支援情報が利用可能であれば前記ＧＰＳ受信機回路の
前記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比を増加させ、前記セルラシステムから
の前記測位支援情報が利用可能でなければ前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オフに対する
前記電源オンのデューティ比を減少させる
ことを特徴とする請求項１に記載の移動端末。
【請求項６】
　前記制御回路は、前記移動端末が予め定められた時間にわたって実質的に静止していた
位置であって過去に測位した位置と過去に定義した位置との少なくとも一方に関連付けら
れたＷＬＡＮ装置からの信号を発見したことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源
オフに対する前記電源オンのデューティ比を減少させ、前記移動端末が予め定められた時
間にわたって実質的に静止していた位置であって過去に測位した位置と過去に定義した位
置との少なくとも一方に関連付けられた前記ＷＬＡＮ装置からの信号を検知していないこ
とに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比
を増加させる
ことを特徴とする請求項１に記載の移動端末。
【請求項７】
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　前記制御回路は、前記移動端末が予め定められた時間にわたって実質的に静止していた
位置であって過去に測位した位置と過去に定義した位置との少なくとも一方に関連付けら
れたブルートゥース装置からの信号を発見したことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前
記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比を減少させ、前記移動端末が予め定めら
れた時間にわたって実質的に静止していた位置であって過去に測位した位置と過去に定義
した位置との少なくとも一方に関連付けられた前記ブルートゥース装置からの信号を検知
していないことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オフに対する前記電源オンの
デューティ比を増加させる
ことを特徴とする請求項１に記載の移動端末。
【請求項８】
　移動端末であって、
　ＧＰＳ信号を使用して前記移動端末の位置を測位するＧＰＳ受信機回路と、
　前記ＧＰＳ受信機回路の電源オンと電源オフとを繰り返し切り替えるとともに、前記移
動端末の位置を前回測位したときからの前記移動端末の移動距離に応じて前記ＧＰＳ受信
機回路の前記電源オンと前記電源オフとの間のデューティ比を調整する制御回路と
を備え、
　前記制御回路は、前記移動端末が予め定められた時間にわたって実質的に静止していた
位置であって過去に測位した位置と過去に定義した位置との少なくとも一方に関連付けら
れたＷＬＡＮ装置からの信号を発見したことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源
オフに対する前記電源オンのデューティ比を減少させ、前記移動端末が予め定められた時
間にわたって実質的に静止していた位置であって過去に測位した位置と過去に定義した位
置との少なくとも一方に関連付けられた前記ＷＬＡＮ装置からの信号を検知していないこ
とに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比
を増加させる
ことを特徴とする移動端末。
【請求項９】
　移動端末であって、
　ＧＰＳ信号を使用して前記移動端末の位置を測位するＧＰＳ受信機回路と、
　前記ＧＰＳ受信機回路の電源オンと電源オフとを繰り返し切り替えるとともに、前記移
動端末の位置を前回測位したときからの前記移動端末の移動距離に応じて前記ＧＰＳ受信
機回路の前記電源オンと前記電源オフとの間のデューティ比を調整する制御回路と
を備え、
　前記制御回路は、前記移動端末が予め定められた時間にわたって実質的に静止していた
位置であって過去に測位した位置と過去に定義した位置との少なくとも一方に関連付けら
れたブルートゥース装置からの信号を発見したことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前
記電源オフに対する前記電源オンのデューティ比を減少させ、前記移動端末が予め定めら
れた時間にわたって実質的に静止していた位置であって過去に測位した位置と過去に定義
した位置との少なくとも一方に関連付けられた前記ブルートゥース装置からの信号を検知
していないことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路の前記電源オフに対する前記電源オンの
デューティ比を増加させる
ことを特徴とする移動端末。
【請求項１０】
　移動端末であって、
　ＧＰＳ信号を使用して前記移動端末の位置を測位するＧＰＳ受信機回路と、
　前記ＧＰＳ信号を用いて前記移動端末の位置を前回測位したときからの前記移動端末の
移動距離に応じて前記ＧＰＳ受信機回路に供給される電力を調整する制御回路と
を備え、
　前記制御回路は、前記移動端末が過去に通信したブルートゥース装置とＷＬＡＮ装置と
のすくなくとも一方からのＲＦ信号を検知できないことに応じて、前記ＧＰＳ受信機回路
の電源をオンに切り替える
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ことを特徴とする移動端末。



(29) JP 2011-504578 A 2011.2.10

10

20

30

40

【国際調査報告】



(30) JP 2011-504578 A 2011.2.10

10

20

30

40



(31) JP 2011-504578 A 2011.2.10

10

20

30

40



(32) JP 2011-504578 A 2011.2.10

10

20

30

40



(33) JP 2011-504578 A 2011.2.10

10

20

30

40



(34) JP 2011-504578 A 2011.2.10

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｇ０１Ｐ  21/00     (2006.01)           Ｇ０１Ｐ  21/00    　　　　          　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,SK,T
R),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,
BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,K
G,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT
,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

（特許庁注：以下のものは登録商標）
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