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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナビゲーション装置であって、
　第１の位置ソースから信号を受信するように動作可能な衛星ナビゲーション受信機と、
　第２の位置ソースから信号を受信するように動作可能な通信モジュールと、
　プロセッサと、
　メモリと、
　前記メモリに格納され、前記プロセッサで実行可能なアプリケーションであって、前記
プロセッサに前記各位置ソースからの信号に基づいてナビゲーション機能を実行させるも
のである、前記アプリケーションと、
　慣性センサと、
　前記プロセッサに含まれ、前記メモリ、前記衛星ナビゲーション受信機および前記通信
モジュールと通信する位置サブシステムであって、
　　前記ナビゲーション装置の動きを前記慣性センサにより識別し、
　　前記識別された動きに基づいて前記位置ソースの１つを選択し、
　　前記選択された位置ソースを用いて位置を判定し、
　　前記位置ソースから最後に確認された位置を受信して、当該最後に確認された位置を
前記メモリに記憶し、
　　前記最後に確認された位置の有効性を判定し、
　　前記最後に確認された位置が有効である場合に、前記位置ソースの１つによる位置判
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定に代わるものとして、前記最後に確認された位置を前記プロセッサに通信し、
　　前記最後に確認された位置を前記プロセッサに通信した後、所定の選択基準に基づい
て前記衛星ナビゲーション受信機をオフにする、
　ように動作可能な前記位置サブシステムと
　を有するナビゲーション装置。
【請求項２】
　請求項１記載のナビゲーション装置において、前記位置サブシステムは、さらに、
　位置を判定するために前記選択された位置ソースの１つを使用する場合に、前記ナビゲ
ーション装置の前記メモリに記憶された最後に確認された位置を更新し、
　１若しくはそれ以上の前記位置ソースが利用不能である場合に、前記最後に確認された
位置を、前記判定された位置として選択するように構成されるものであるナビゲーション
装置。
【請求項３】
　請求項１記載のナビゲーション装置において、前記ナビゲーション装置の前記識別され
た動きは、前記ナビゲーション装置の速度であるナビゲーション装置。
【請求項４】
　請求項１記載のナビゲーション装置において、前記位置サブシステムは、前記位置ソー
スの少なくとも１つを用いて前記ナビゲーション装置の動きを識別するように動作可能で
あるナビゲーション装置。
【請求項５】
　請求項４記載のナビゲーション装置において、前記位置サブシステムは、前記位置ソー
スの少なくとも１つと関連する通信インフラストラクチャ要素に基づいて前記ナビゲーシ
ョン装置の動きを識別するように動作可能であるナビゲーション装置。
【請求項６】
　請求項１記載のナビゲーション装置において、前記位置サブシステムは、携帯電話ネッ
トワークと関連するセルラータワーの識別子に基づいて前記ナビゲーション装置の動きを
識別するように動作可能であるナビゲーション装置。
【請求項７】
　請求項１記載のナビゲーション装置において、
　前記第１の位置ソースは、前記衛星ナビゲーション受信機により受信される前記信号を
通信する複数のナビゲーション衛星であり、
　前記第２の位置ソースは、携帯電話ネットワークおよびインターネットの少なくとも１
つの上で前記通信モジュールにより受信される前記信号を通信するように構成されるプロ
バイダであるナビゲーション装置。
【請求項８】
　ナビゲーション装置で用いられる方法であって、当該ナビゲーション装置は、プロセッ
サと、メモリと、前記メモリに格納され、前記プロセッサで実行可能なアプリケーション
であって、前記プロセッサにナビゲーション機能を実行させるものである、前記アプリケ
ーションと、前記プロセッサに含まれる位置サブシステムとを有するものであり、
　前記位置サブシステムが、衛星ナビゲーション受信機を含む複数の位置ソースの１若し
くはそれ以上を用いて位置を判定する工程と、
　前記位置サブシステムが、前記判定された位置に基づいて最後に確認された位置を前記
ナビゲーション装置のメモリに記憶する工程と、
　前記位置サブシステムが、前記プロセッサから位置要求を受信する工程と、
　前記位置サブシステムが、前記位置要求を満たすために、前記最後に確認された位置お
よび前記複数の位置ソースから、選択基準に基づいて位置データのソースを選択する工程
と、
　前記位置サブシステムが、前記選択された位置データのソースから位置を取得する工程
と、
　前記位置サブシステムが、前記取得された位置を、ナビゲーション機能を実行するため
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に前記プロセッサに通信する工程と、
　前記位置サブシステムが、前記選択基準に基づいて前記衛星ナビゲーション受信機をオ
フにする工程と
　を有する方法。
【請求項９】
　請求項８記載の方法において、前記位置要求を満たすために前記位置データの前記ソー
スを選択する工程は、さらに、前記ナビゲーション装置の慣性センサにより検出された動
きに基づくものである方法。
【請求項１０】
　請求項８記載の方法において、前記位置要求を満たすために前記位置データの前記ソー
スを選択する工程は、さらに、
　前記位置サブシステムが、前記最後に確認された位置の有効性を判定する工程と、
　前記位置サブシステムが、前記最後に確認された位置が有効である場合に、前記最後に
確認された位置を選択する工程と、
　前記位置サブシステムが、前記最後に確認された位置が無効である場合に、前記複数の
位置ソースの１つを選択する工程と
　を有するものである方法。
【請求項１１】
　ナビゲーション装置であって、
　複数の衛星からの信号データの受信するように動作可能な衛星ナビゲーション受信機と
、
　プロセッサと、
　メモリと、
　前記メモリに格納され、前記プロセッサで実行可能なアプリケーションであって、前記
プロセッサにナビゲーション機能を実行させるものである、前記アプリケーションと、
　前記プロセッサに含まれ、前記メモリ、および前記衛星ナビゲーション受信機と通信す
る位置サブシステムであって、
　　前記ナビゲーション装置の最後に確認された位置に対応するデータを前記メモリに記
憶し、
　　前記メモリに記憶された前記最後に確認された位置の有効性を判定し、
　　前記最後に確認された位置が有効である場合に、前記プロセッサによりナビゲーショ
ン機能を実行するために前記最後に確認された位置を選択するとともに前記衛星ナビゲー
ション受信機をオフにし、
　　前記最後に確認された位置が有効でない場合に、位置を判定するために前記衛星ナビ
ゲーション受信機をオンにする
　ように動作可能な前記位置サブシステムと
　を有するナビゲーション装置。
【請求項１２】
　請求項１１記載のナビゲーション装置において、前記位置サブシステムは、さらに、前
記ナビゲーション装置が遭遇した通信インフラストラクチャ要素に対応する位置を用いて
前記最後に確認された位置を更新するように動作可能であるナビゲーション装置。
【請求項１３】
　請求項１１記載のナビゲーション装置において、前記位置サブシステムは、さらに、
　前記ナビゲーション装置が遭遇した通信インフラストラクチャ要素の識別子を取得し、
　前記通信インフラストラクチャ要素を前記衛星ナビゲーション受信機により判定された
位置に関連づけるデータを前記メモリに記憶し、
　前記衛星ナビゲーション受信機をオフにし、
　前記衛星ナビゲーション受信機がオフの時に、前記記憶されたデータから、前記ナビゲ
ーション装置が遭遇した通信インフラストラクチャ要素の位置を取得して、ナビゲーショ
ン機能を有効にするように動作可能であるナビゲーション装置。
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【請求項１４】
　請求項１３記載のナビゲーション装置において、前記通信インフラストラクチャ要素は
、セルラータワー、Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント、ビーコン、ルータ、レピータ、および
無線塔、の１若しくはそれ以上を含むものであるナビゲーション装置。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　ナビゲーション装置を含む携帯型電子装置が、ますます普及してきている。ナビゲーシ
ョン装置は典型的に、衛星ナビゲーション受信機などの位置判定部品と、現在の地理的位
置から希望する地理的位置への希望する移動ルートなど、ナビゲーション情報を提供する
ように動作可能な処理要素とを含む。従来的に、ナビゲーション装置を含む電子装置は、
例えば、電話サービスに限定された携帯電話、音楽の再生に限定されたオーディオプレー
ヤー、および位置判定機能に限定されたナビゲーション装置などの単一機能装置として構
成されていた。
【０００２】
　しかし、携帯型電子装置の人気が増すにつれ、メーカーは、複数の機能を提供する多機
能装置を開発することで対応している。従って、広範な機能および用途（位置志向性のも
のはその一部にすぎないが）を提供する、機能強化型ナビゲーション装置を構成すること
ができる。例えば、ナビゲーション装置は、位置判定機能、携帯電話サービス、インター
ネット能力などの組合せを提供することができる。さらに、ナビゲーション装置は、地理
的位置を判定する位置判定技術を１つ以上用いて構成することもできる。
　ナビゲーション装置をナビゲーション活動に用いる場合、最も正確で最新の位置を用い
る可能性が高い。従って、そのような場合、衛星ナビゲーション受信機をオンにして、ア
クティブ状態にしておくのが普通である。衛星ナビゲーション受信機は、ナビゲーション
活動時には高頻度で用いられるからである。それ以外の時、例えば、ナビゲーション装置
を他の活動に用いる時、装置を屋内で用いる時、または装置が長時間静止状態にある時な
どは、正確な位置情報はそれほど重要ではない。しかし、ナビゲーション装置用の従来の
衛星ナビゲーション受信機は、装置の使用方法や使用場所とは無関係に位置を取得しよう
とし続ける構成であるため、電池の放電速度が比較的速い。
　この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある（国際出願日
以降国際段階で引用された文献及び他国に国内移行した際に引用された文献を含む）。
【先行技術文献】　
　【特許文献】
【０００３】
　　　【特許文献１】　韓国公開特許第１０－２０００－００３７４２９号公報
　　　【特許文献２】　韓国特許第１０－０６５８１５２号明細書
　　　【特許文献３】　特表２００４－２３３０５８号公報
　　　【特許文献４】　特表２００２－２８１５４０号公報
　　　【特許文献５】　特表平１０－０３８９９３号公報
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　位置ソース選択についての技術を説明する。一実施形態において、電子装置は、少なく
とも位置判定機能を含む、多様な機能を提供する。当該電子装置は、さらに、多様な選択
基準に基づいて位置を判定する複数の位置ソース間で選択する構成とすることができる。
一実施形態において、複数の位置ソースにより位置を判定する場合、最後に確認された位
置（ｌａｓｔ　ｋｎｏｗｎ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）を記憶することができる。最後に確認さ
れた位置は、１若しくはそれ以上の位置ソースが利用できない時に、位置ソース経由での
位置判定に代わるものとして用いることができる。別の実施形態において、最後に確認さ
れた位置は、位置を判定する電子装置で用いる複数の位置ソースのうち１つを自動的に選
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択するために用いることができる。
【０００５】
　本概要は、詳細な説明および図面で詳しく説明した対象物を紹介するためでのみ提供し
ている。従って、本概要は、絶対的な特徴を説明しているものとして、或いは特許請求の
範囲を定めるために用いているとして考慮されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　添付図面を参照しながら、詳細な説明を行う。図面において、参照符号の最も左側の桁
は、その参照符号が初出した図面を同定する。説明および図面において、別の箇所で同一
の参照符号を用いている場合、同様または同一な対象物を示す。
【図１】図１は、位置ソース選択技術を用いることができる環境の実施例を示す図である
。
【図２】図２は、位置ソース選択技術を実行するナビゲーション装置の実施例を示す図で
ある。
【図３】図３は、選択基準に基づいて位置ソースを選択することができる手順の例を示す
流れ図である。
【図４】図４は、最後に確認された位置を記憶し、１若しくはそれ以上の位置ソースに代
わるものとして選択することができる手順の例を示す流れ図である。
【図５】図５は、最後に確認された位置を更新することができる手順の例を示す流れ図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　概要
　携帯型電子装置の人気が増すにつれ、製造メーカーは、複数の機能を提供する多機能装
置を開発することで対応している。従って、携帯型電子装置は、例えば位置判定機能、携
帯電話サービス、インターネット能力などの組合せを提供するナビゲーション装置など、
広範な用途で広範な機能を提供するように構成することができる。さらに、ナビゲーショ
ン装置は、位置を判定する位置判定技術を１つ以上用いて構成することもできる。
【０００８】
　位置ソース選択に関する技術を説明する。一実施形態において、電子装置は、少なくと
も位置判定機能を提供する。電子装置は、さらに、位置を判定する複数の位置ソース間で
知的に選択する位置サブシステムを含むことができる。例えば、位置サブシステムは、デ
バイスアプリケーションからの位置情報要求の受信に応答して、衛星ナビゲーション受信
機に働きかけ、複数のナビゲーション衛星からの信号データにより位置を判定させること
ができる。衛星ナビゲーションが利用できない場合、位置サブシステムは、セルラー三角
測量を行うために携帯電話プロバイダ／ネットワークを用いるなどして、別の位置ソース
を選択することができる。一実施形態において、位置ソースの階層は、異なる位置ソース
を、好ましい選択順序または使用優先順位に従って相対的スケール上に並べることと定義
することができる。従って、位置サブシステムは、定義された階層を用いて、利用可能な
最善の位置ソースを選択することができる。位置サブシステムで位置ソースを選択するこ
とができる、その他の種々の選択基準も考えられる。
【０００９】
　一実施形態において、複数の位置ソースにより位置を判定する場合、位置サブシステム
は最後に確認された位置を記憶することができる。そうすると、位置サブシステムは、位
置ソースの１若しくはそれ以上が利用できない場合に、最後に確認された位置を位置依存
アプリケーションに提供することができる。例えば、ユーザが職場から家に向かって運転
している時に、位置サブシステムは最後に確認された位置を周期的に更新する。ユーザが
家に到着し、電子装置を持って屋内に入ると、ユーザが屋内に留まる限り、衛星ナビゲー
ションが利用不能となる場合がある。従って、位置サブシステムは、衛星ナビゲーション
の使用に代わるものとして、電子装置の位置依存アプリケーションからの位置要求を満た
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すために、最新の最後に確認された位置のデータを提供することができる。例えば、電子
装置が屋内にある時に関心地点（ｐｏｉｎｔｓ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｅｓｔ：ＰＯＩｓ）を
検索できるようにするために、検索アプリケーションに最後に確認された位置を提供する
。最後に確認された位置を使用することにより、検索アプリケーションなどのアプリケー
ションの応答性がさらに向上する。これは、衛星ナビゲーション受信機が衛星信号の取得
プロセス中である時に、アプリケーションが素早く情報を提供できるようになるからであ
る。
【００１０】
　以下に、自動装置モード切替え技術を実行する環境、および実行するように動作可能な
装置の実施例をまず説明する。次いで、その環境および装置の実施例で用いることができ
る手順の実施例を、その趣旨および範囲から逸脱しない限りでそれ以外の他の環境で用い
ることができる手順の実施例と共に説明する。
【実施例１】
【００１１】
　環境の実施例
　図１は、位置ソース選択技術を用いることができる環境１００の実施形態を示す図であ
る。図示した実施例において、環境１００は電子装置１０２を含む。電子装置１０２は、
電子装置１０２の様々なアプリケーション、部品、モジュール、および操作モードにより
、種々の機能を提供するように構成することができる。種々の機能を提供するのに適した
種々の電子装置１０２が考えられる。例えば、電子装置１０２は、携帯電話、ナビゲーシ
ョン装置、携帯型コンピュータ、携帯情報端末（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａ
ｓｓｉｓｔａｎｔ：ＰＤＡ）、マルチメディア装置、ゲーム装置、および／またはその組
合せを含む（これに限定されるものではないが）装置として構成することができる。以下
の説明において、電子装置１０２など、言及した要素は、１若しくはそれ以上の構成要素
について言及しており、従って、約束事として、同一の参照符号を用いて、単一の要素（
例えば、"ｔｈｅ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｄｅｖｉｃｅ　１０２"）を指す場合もあれば
、複数の要素（例えば、"ｔｈｅ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｄｅｖｉｃｅｓ　１０２"、"
ｔｈｅ　ｐｌｕｒａｌｉｔｙ　ｏｆ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｄｅｖｉｃｅｓ　１０２"
など）を指す場合もある。
【００１２】
　一実施形態において、電子装置１０２は位置判定機能を含む。例えば、電子装置１０２
は、ナビゲーション衛星１０８から信号データ１０６を受信する機能を代表する衛星ナビ
ゲーション受信機１０４を含むものとして図示されている。衛星ナビゲーション受信機１
０４は、グローバルポジショニングシステム（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍ：ＧＰＳ）受信機、グロナス（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａ
ｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＧＬＯＮＡＳＳ）受信機、ガリレオ（Ｇａｌｉｌｅｏ）
受信機、またはその他の衛星ナビゲーション受信機など、種々の方式で構成することがで
きる。
【００１３】
　電子装置１０２はまた、異なる装置（部品／周辺機器）間で、および／または１若しく
はそれ以上のネットワーク１１２上で電子装置１０２がデータを送受信できるようにする
通信機能を代表する通信モジュール１１０を含む。通信モジュール１１０は、１若しくは
それ以上のアンテナ、ブラウザ、トランスミッタ、受信機、無線装置、データポート、ソ
フトウェアインターフェースおよびドライバ、ネットワーキングインターフェース、デー
タ処理要素、などを含む（これに限定されるものではないが）種々の通信部品および機能
を代表するものである。
【００１４】
　１若しくはそれ以上のネットワーク１１２は、環境１００の各要素間での通信のために
個々に、または組合わせて用いることができる、種々の異なる通信経路およびネットワー
ク接続を代表するものである。このように、１若しくはそれ以上のネットワーク１１２は
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、単一のネットワークまたは複数のネットワークを用いて実現する通信経路を表わすこと
ができる。さらに、１若しくはそれ以上のネットワーク１１２は、インターネット、イン
トラネット、衛星ネットワーク、セルラーネットワーク、モバイルデータネットワーク、
有線および／またはワイヤレス接続などを含む（これに限定されるものではないが）種々
のネットワークおよび接続を代表するものである。ワイヤレスネットワークの例は、８０
２．１１または８０２．１６（Ｗｉ－Ｍａｘ）規格のようなＩｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　
Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ
　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ　（ＩＥＥＥ）の１若しくはそれ以上の規格、Ｗｉ－Ｆｉ　Ａｌｌ
ｉａｎｃｅが公表しているＷｉ－Ｆｉ規格、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｉｎ
ｔｅｒｅｓｔ　Ｇｒｏｕｐが公表しているＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）などに従って
通信用に構成されたネットワークを含む（これに限定されるものではないが）。ユニバー
サルシリアルバス（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｓｅｒｉａｌ　ｂｕｓ：ＵＳＢ）、イーサネッ
ト（登録商標）、シリアル接続などを介する有線通信も考えられる。
【００１５】
　例えば、電子装置１０２は（通信モジュール１１０で代表する機能により）、１若しく
はそれ以上のネットワーク経由で携帯電話プロバイダ１１４および／またはインターネッ
トプロバイダ１１６と通信し、各々、電話サービス１１８およびインターネットサービス
１２０を受けるように構成することができる。インターネットサービス１２０は、種々の
コンテンツ／サービスを代表するものであり、その例は、ウェブページ、ロケーションサ
ービス、ウェブサービス、音楽、ビデオ、電子メールサービス、インスタントメッセージ
などを含む（これに限定されるものではないが）。別々に図示したが、インターネットサ
ービス１２０および電話サービス１１８は、共通のプロバイダが提供しても良い。例えば
、携帯電話プロバイダ１１４が電話サービス１１８およびインターネットサービス１２０
の両方を提供しても良い。
【００１６】
　言及したように、電子装置１０２は、位置を判定するように構成することができる。特
に、電子装置１０２は、電子装置１０２の地理的位置を判定する様々な位置ソースおよび
／または位置判定技術間で管理、使用、および選択的に切替えするように構成された位置
サブシステム１２２を含むことができる。例えば、位置サブシステム１２２は、衛星ナビ
ゲーション受信機１０４を介してＧＰＳ衛星１０８から受信した信号データ１０６を管理
・処理することができる。電子装置１０２は、１若しくはそれ以上の位置データプラット
フォームおよび／または位置データトランスミッタ（その例は、ＧＰＳ衛星１０８として
図示してある）により送信された信号データ１０６を受信することができる。位置サブシ
ステム１２２は、受信された信号データ１０６の処理によって地理的位置を判定するよう
に動作可能な機能を代表するものである。信号データ１０６は、例えばタイミング信号、
レンジング信号、エフェメリデス（ｅｐｈｅｍｅｒｉｄｅｓ、詳細な衛星軌道データ）、
アルマナック（ａｌｍａｎａｃｓ、概略の衛星軌道データ）など、位置判定に用いるのに
好適な様々なデータを含むことができるこのように、位置サブシステム１２２は、様々な
位置判定機能を提供するために、ＧＰＳ衛星１０８からの信号データ１０６を管理・処理
することができる。
【００１７】
　説明したようにＧＰＳシステムにより位置を判定する以外にも、地上システム（例えば
、アシスト型ＧＰＳ（ａｓｓｉｓｔｅｄ　ＧＰＳ：Ａ－ＧＰＳ）のような、電話サービス
１１８を経由するなどして、セルラータワーからの位置データを判定するワイヤレス電話
ベースのシステム）、位置信号を送信するワイヤレスネットワークなど、他の広範な種類
の位置システムを用いることが可能なことが明らかであろう。例えば、位置判定機能は、
サーバベースアーキテクチャでサーバを用いて、地上インフラストラクチャから、１若し
くはそれ以上のセンサ（例えば、ジャイロ、オドメータ、および磁力計）により、推測航
法（ｄｅａｄ－ｒｅｃｋｏｎｉｎｇ）技術を使用して、などの実施ができる。位置サブシ
ステム１２２はまた、様々な位置ソースにより利用可能な種々の位置判定技術間で選択的
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に切替えするように構成することができる。このように、ＧＰＳ衛星１０８を利用する以
外にも、図１の電子装置１０２の実施例の位置サブシステム１２２は、携帯電話サービス
１１８および／またはインターネットサービス１２０経由で位置を判定することもできる
。種々の位置判定技術および／または位置ソース間で切替えするように動作可能な位置サ
ブシステム１２２の詳しい説明を、図２に関して行う。
【００１８】
　電子装置１０２は、電子装置１０２に広範な機能を提供するように構成することができ
る、種々のデバイスアプリケーション１２４を含むことができる。位置サブシステム１２
２は、位置依存機能を有効にするために、判定された位置および／またはその他の位置デ
ータを様々なデバイスアプリケーション１２４に提供するように動作可能とすることがで
きる。位置依存機能は、地理情報のマップ表示、速度および距離の追跡、気象サービス、
交通サービス、ナビゲーション指示の提供、トリップデータの提供、位置ベースの関心地
点（ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｅｓｔ：ＰＯＩ）検索、データベース検索、および／
またはインターネット検索の実施、などを含む（これに限定されるものではないが）。
【００１９】
　本明細書で説明した位置ソース選択技術によると、位置サブシステム１２２は、図１に
示した電子装置１０２の最後に確認された位置（ｌａｓｔ　ｋｎｏｗｎ　ｐｏｓｉｔｉｏ
ｎ：ＬＫＰ）１２６を判定、記憶、および管理することもできる。ＬＫＰ　１２６は、電
子装置１０２で用いるはずの位置ソースが利用不能である場合に位置依存の機能を有効に
するために記憶されたデータを表わす。これは、装置が１若しくはそれ以上の位置ソース
に接続できない場合や、装置が１若しくはそれ以上の位置ソースから信号を受信するプロ
セス中である場合である。例えば、ＧＰＳ技術は屋内では利用できないことがあるし、Ｇ
ＰＳ技術は、初期の屋外位置を判定するのに数秒（数分となることさえある）かかること
もある。従って、位置サブシステム１２２は、対応する位置ソースが利用可能な時に、様
々な位置ソースおよび／または位置判定技術を用いてＬＫＰ　１２６を更新するように構
成する。ＬＫＰ　１２６は、装置がＧＰＳ技術またはその他の技術を用いて位置を取得す
る能力とは無関係に、利用可能な最善の位置の情報をアプリケーションに提供するために
用いることができる。このように、ＬＫＰ　１２６は、利用可能な位置ソースから選択さ
れた、利用可能な最善の位置のデータを表わす。ＬＫＰ　１２６は、位置サブシステム１
２２で維持管理することができ、他の位置判定技術および／または位置ソースに代わるも
のとして用いることもできる。ＬＫＰ　１２６は、電子装置１０２の動作を知能的に管理
するために用いることができる。ＬＫＰおよび／または別の位置ソースを選択的に用いて
電子装置１０２の動作を知能的に管理することについての詳しい説明を、以下の図面に関
して行う。
【００２０】
　図２は、図１の電子装置１０２の一実施例２００をより詳しく示す図である。特に、図
１の電子装置１０２の一実施例を、ナビゲーション装置２０２として示してある。図２の
ナビゲーション装置２０２の実施例２０２は、種々の処理および記憶能力を提供するため
に用いることができるプロセッサ２０４およびメモリ２０６を含むものとして示してある
。ナビゲーション装置２０２は、少なくとも位置判定機能を含むことができる。さらに、
ナビゲーション装置２０２は、例えば、携帯電話（図示した）、携帯型コンピュータ、携
帯情報端末、マルチメディア装置、ゲーム装置、および／またはその組合せを含む種々の
方式で構成することができる。
【００２１】
　プロセッサ２０４は、その形成素材や用いる処理機構によって制限されず、従って、半
導体および／またはトランジスタ、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、プログ
ラマブルインテリジェントコンピュータ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｉｎｔｅｌｌｉｇ
ｅｎｔ　ｃｏｍｐｕｅｒｓ：ＰＩＣｓ）などにより実施することができる。プロセッサ２
０４はまた、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ｆｉｅｌｄ－ｐｒｏｇｒａｍｍａ
ｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙｓ：ＦＰＧＡｓ）、またはその他のプログラマブルロジッ
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クデバイス（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅｓ：ＰＬＤｓ）、フ
ルカスタムまたはセミカスタムの特定用途向け集積回路（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐ
ｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔｓ：ＡＳＩＣｓ）、またはハード
ウェア記述言語（ｈａｒｄｗａｒｅ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｌａｎｇｕａｇｅ：ＨＤ
Ｌ）の１若しくはそれ以上のコードセグメントで記述された、その他の任意のデバイスも
含むことができる。さらに、プロセッサ２０４は、挙げた要素のいずれかの組合せを含む
ことができる。さらに、ナビゲーション装置２０２用に単一のメモリ２０６を図示してい
るが、例えばランダムアクセスメモリ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ：Ｒ
ＡＭ）、ハードディスクメモリ、リムーバブルメディアメモリ（例えば、メモリ２０６は
、取外し可能なメモリカートリッジを受けるスロットにより実施できる）や、その他のコ
ンピュータ読取り可能媒体など、広範囲なメモリの種類および組合せを用いることができ
る。
【００２２】
　図２のナビゲーション装置２０２の実施例において、位置サブシステム１２２および通
信モジュール１１０は、プロセッサ２０４により実行され、また、メモリ２０６に記憶可
能でもあるモジュールとして図示されている。一般的に、本明細書に記載した機能の全て
は、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア（例：固定論理回路）、手動処理、ま
たはこれらの実施形態の組合せを用いて実施することができる。本明細書で用いた「モジ
ュール」および「機能」の語は、一般的に、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェ
ア、またはその組合せを表わす。例えば、ソフトウェアによる実施形態の場合、モジュー
ルは、図２のナビゲーション装置２０２と共にプロセッサ２０４などのプロセッサ上で実
行された時に指定タスクを実行する実行可能命令を表わす。プログラムコードは、１若し
くはそれ以上のコンピュータ読取り可能媒体内に記憶することができ、その一例は、図２
のナビゲーション装置２０２と関連するメモリ２０６である。
【００２３】
　ナビゲーション装置２０２は、様々な位置ソース２０８への通信接続を確立することが
できる。位置ソース２０８は、ナビゲーション装置２０２が位置を判定し、および／また
は他のコンテンツおよびサービスを受信するソースを代表するものである。言及したよう
に、位置サブシステム１２２は、種々の位置ソースおよび対応する位置判定技術間で選択
的に切替えするように構成することができる。図２において、位置ソース２０８は、ＧＰ
Ｓ衛星などの衛星ナビゲーション衛星１０８、携帯電話プロバイダ１１４、およびインタ
ーネットプロバイダ１１６を含むものとして示してある。このように、ナビゲーション装
置２０２、また、特に位置サブシステム１２２は、位置を判定する様々な位置ソース２０
８を用いるように構成することができる。また特に、ナビゲーション装置２０２は、衛星
ナビゲーション衛星１０８からの信号データ１０６を用いて、インターネットプロバイダ
１１６および関連するインターネットサービス１２０によるＷｉ－Ｆｉ（８０２．１１）
三角測量および／またはＷｉ－Ｆｉホットスポット識別により、携帯電話プロバイダ１１
４および関連する電話サービス１１８によるセルラータワー識別および／または三角測量
により、位置を判定することができる。その他の様々な位置ソース２０８および対応する
位置判定技術も考えられる。
【００２４】
　メモリ２０６は、様々なデバイスアプリケーション１２４、衛星ナビゲーション受信機
１０４経由で受信される信号データ１０６、および最後に確認された位置を記憶した状態
で示してある。デバイスアプリケーション１２４は、ブラウザ２１２、電話２１４アプリ
ケーション、およびナビゲーション２１６アプリケーションを含むものとして示してある
。ブラウザ２１２は、電子メールサービスを受ける、インスタントメッセージを送受信す
る、ウェブページを閲覧する、ビデオプログラムやその他のコンテンツ１２０をダウンロ
ードする、などインターネットプロバイダ１１６からのコンテンツ１２０と相互作用する
ためにプロセッサ２０４上で実行可能な機能を代表するものである。電話２１４アプリケ
ーションは、携帯電話呼を発着信する、連絡先を管理する、テキストメッセージを作成／
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送信／受信する、など携帯電話プロバイダ１１４からの電話サービス１１８を受けるため
にプロセッサ２０４上で実行可能な機能を代表するものである。
【００２５】
　ナビゲーション２１６アプリケーションは、種々のナビゲーション機能を提供するため
にプロセッサ２０４上で実行可能な機能を代表するものである。例えば、ナビゲーション
２１６アプリケーションは、屋外ナビゲーション、車両ナビゲーション、航空ナビゲーシ
ョン（例えば、飛行機、ヘリコプタ用）、海上ナビゲーション、パーソナル用（例えば、
フィットネス関連機器）などのために構成することができる。ナビゲーション２１６アプ
リケーションは、例えば、衛星ナビゲーション受信機１０４経由で受信した信号データ１
０６を用いてナビゲーション指示（例えば、入力された目的地までのターン・バイ・ター
ン（ｔｕｒｎ－ｂｙ－ｔｕｒｎ）方式の指示）を発生したり、現在位置をマップ上に表示
するなどのために実行可能である。ナビゲーション２１６アプリケーションはまた、現在
速度の判定、到着時刻の計算など、他のナビゲーション機能を提供するためにも実行可能
である。
【００２６】
　ナビゲーション装置２０２にさらなる機能を提供するために、その他２１８の種々のア
プリケーションも含めることができる。その他２１８のアプリケーションは、メディアア
プリケーション、ゲーム、データベース、生産性スイート、オペレーティングシステム、
ドライバ、デスクトップアプリケーション、デバイス専用アプリケーションなどを含む（
これに限定されるものではないが）。このように、デバイスアプリケーション１２４は、
ナビゲーション装置２０２の実施例で動作可能な広範な機能を代表するものである。
【００２７】
　ナビゲーション装置はさらに、位置データベース２２０を含むものとして図示してある
。位置データベース２２０は、様々な位置判定技術および／またはナビゲーション機能を
有効にするために、ナビゲーション装置２０２上でローカルで維持管理できる種々のデー
タを代表するものである。位置データベース２２０内で維持管理できるデータの例は、位
置データ２２２、関心地点（ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｅｓｔ：ＰＯＩ）データ２２
４、およびマップデータ２２６を含む（これに限定されるものではないが）。様々なその
他のデータ２２８も考えられる。位置データ２２２は、通信インフラストラクチャ要素（
例えば、セルラータワー、Ｗｉ－Ｆｉホットスポット、無線塔、ビーコンなど）の識別子
を位置、様々な通信インフラストラクチャの属性に関連づけるデータ、履歴位置データ、
ルートおよびパターン、位置基準またはその他の基準を含む位置ソース選択基準など、様
々なキャッシュされた位置データを代表するものである。ＰＯＩデータ２２４は、店、会
社、公園など、ナビゲーション装置２０２のユーザが関心を持つ可能性がある様々な場所
、例えば、関心地点（ｐｏｉｎｔｓ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｅｓｔ：ＰＯＩｓ）を記述するデ
ータを代表するものである。ＰＯＩデータ２２４は、ホテル、レストラン、ガソリンスタ
ンド、現金自動預払機（ａｕｔｏｍａｔｅｄ　ｔｅｌｌｅｒ　ｍａｃｈｉｎｅ：ＡＴＭ）
などをマップ上に表示し、および／または様々なＰＯＩへのナビゲーション指示を提供す
るなどして、様々な種類のＰＯＩを見つけるために用いることができる。マップデータ２
２６は、様々な種類のマップ（例えば、道路地図、地形図、ハイブリッド地図、衛星地図
）、およびナビゲーション装置２０２が位置のマップ表示、ターン・バイ・ターン方式の
ナビゲーション指示の計算、ＰＯＩの表示など、様々な位置判定技術および／またはナビ
ゲーション機能を提供するために用いることができる関連データを代表するものである。
【００２８】
　位置データベース２２０は、ナビゲーション装置２０２上にローカルで記憶するように
図示しているが、データの一部を、携帯電話プロバイダ１１４またはインターネットプロ
バイダ１１６が提供するデータサービスを経由するなどして、リモート記憶位置で維持管
理できることも考えられる。ナビゲーション装置２０２は、位置データベース２２０内に
ローカルで維持管理されているデータの更新を行うために、リモート記憶位置と相互作用
することができる。位置データベース２２０内でのデータのローカル維持管理に加えて、
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またはその代わりとして、ナビゲーション装置２０２は、位置データベース２２０により
代表されるデータ部分を、例えば、データをローカル記憶装置内で維持管理することなく
、直接、リモート記憶位置のために用いることができる。例えば、携帯電話プロバイダ１
１４は、セルラータワーＩＤを位置に関連づけるデータを取得するためにナビゲーション
装置でアクセス可能なセルラータワーリファレンスデータベースを維持管理することがあ
る。同様に、インターネットプロバイダ１１６は、位置に対するデータＷｉ－Ｆｉホット
スポット識別子を取得するためにナビゲーション装置でアクセス可能なＷｉ－Ｆｉアクセ
スポイントデータベースを維持管理することがある。様々なその他の実施例も考えられる
。
【００２９】
　ナビゲーション装置２０２の実施例はさらに、ナビゲーション装置２０２の様々な動き
および手動操作を判定する機能を代表する１若しくはそれ以上の慣性センサ２３０を含む
ことができる。慣性センサ２３０は、向き、距離、運動、速度、衝撃などの検出を含む（
これに限定されるものではないが）ナビゲーション装置２０２の様々な動き／操作の検出
を可能にする信号を提供するよう、様々な方式で構成することができる。例えば、図示し
た慣性センサ２３０は、加速度計、ジャイロスコープ、速度計、チルトセンサ、コンパス
、容量性または抵抗性タッチセンサなどを含む（これに限定されるものではないが）、動
き／操作を検出するための、単体で、または組合わせて用いる様々な要素を代表するもの
である。慣性センサ２３０は、記憶されたＬＫＰ　１２６が有効か無効かを判定できるよ
うにする。ＬＫＰ　１２６およびその有効性は、ユーザアクティビティを予想して衛星ナ
ビゲーション受信機１０４をオンにすることにより、電子装置１０２の応答時間を向上さ
せるため、および／またはＧＰＳまたはその他の位置ソース２０８がない場合に位置ベー
スのサービスを提供するため、の両方で用いることができる。
【００３０】
　例えば、慣性センサ２３０により、位置上の大幅な動きや変化が検出された場合、これ
により、１若しくはそれ以上の位置ソース２０８を介してＬＫＰ　１２６の更新が開始さ
れる。さらに、検出された位置上の大幅な動きや変化により、異なる位置判定技術および
／または位置ソース２０８間で切替えが行われる。例えば、慣性センサ２３０により、位
置上の大幅な動きや変化が検出された場合、位置サブシステム１２２は、記憶されたＬＫ
Ｐ　１２６の使用から、ＧＰＳによる積極的な位置取得に切替わることができる。このよ
うに、位置サブシステム１２２は変化を予想し、より速い応答時間を提供することができ
る。様々なその他の実施例も考えられる。位置サブシステム１２２のこのような、および
その他の機能についての詳しい説明を、以下の手順に関して行う。
【実施例２】
【００３１】
　手順の実施例
　以下の説明は、前述したシステムおよび装置を用いて実施できる位置ソース選択技術を
説明するものである。各手順の態様は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、
またはその組合せにより実施することができる。手順は、１若しくはそれ以上の装置で実
行される動作を指定するブロック一式として図示してあり、必ずしも各ブロックで動作の
実行について図示してある順序に制限されない。以下の説明の一部において、図１の環境
１００および図２のナビゲーション装置の実施例に言及していることがある。以下に説明
した技術の特徴は、プラットフォームに依存しないこと、すなわち、この技術は、種々の
プロセッサを有する種々の市販のコンピューティングプラットフォームで実施可能なこと
である
　図３は、実施例において、位置を判定する位置ソースを選択する手順３００を示してい
る。位置要求が装置のアプリケーションから受信される（ブロック３０２）。例えば、位
置要求は、図２のナビゲーション装置２０２の種々のデバイスアプリケーション１２４で
作成することができる。このような要求は、デバイスアプリケーション１２４から位置サ
ブシステム１２２へ通信され、そこで要求を処理することができる。例えば、ナビゲーシ
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ョン２１６アプリケーションは、ターン・バイ・ターン方式の指示を生成してナビゲーシ
ョン装置２０２で出力できるようにするために、位置サブシステム１２２から位置を要求
する。様々なその他の実施例も考えられる。従って、位置サブシステム１２２は、デバイ
スアプリケーション１２４から様々な位置要求を受信し、処理することができる。
【００３２】
　選択基準に基づいて複数の位置ソースからの要求を満たすように、位置ソースが選択さ
れる（ブロック３０４）。例えば、ナビゲーション装置２０２は、図２に関して説明した
ように、複数の位置ソース２０８を用いて位置を判定するように構成することができる。
一実施形態において、ナビゲーション装置２０２は、少なくともＧＰＳ衛星１０８、携帯
電話プロバイダ１１４、およびインターネットプロバイダ１１６を含む位置ソース２０８
間で選択する。さらに、ナビゲーション２０２は、位置ソース２０８による位置判定に代
わるものとして、最後に確認された位置（ｌａｓｔ　ｋｎｏｗｎ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ：Ｌ
ＫＰ）１２６を記憶および使用するように構成することもできる。
【００３３】
　ナビゲーション装置２０２は、位置サブシステム１２２により、様々な選択基準に従っ
て位置ソースを選択するように構成される。様々な選択基準により、位置サブシステム１
２２は、ナビゲーション装置２０２の現在のコンテキストを判定することができる。例え
ば、位置サブシステム１２２は、ナビゲーション装置２０２の使用方法や使用場所、使用
頻度、利用可能な電力／電池の寿命、利用可能な位置ソース２０８などのようなことを理
解するために、選択基準を用いる。さらに、デバイスアプリケーション１２４により受信
された位置要求は、好ましい／要求される位置ソース、位置の提供頻度、位置の正確度な
ど、さらなる選択基準を指定することができる。選択基準に基づいて、位置サブシステム
１２２は、要求された位置を提供するための適切な位置ソース２０８および対応する位置
判定技術を選択する。位置ソース２０８の選択に用いることができる選択基準に関するさ
らなる実施例は、以下の説明で扱う。
【００３４】
　位置ソースがいったん選択されたら、選択された位置ソースから位置が取得される（ブ
ロック３０６）。例えば、位置サブシステム１２２は、選択された位置ソースとしてＧＰ
Ｓ衛星１０８を選択する。この実施例において、衛星ナビゲーション受信機１０４が現在
オンになっていなければ、位置サブシステム１２２はこれをオンにすることができる。次
に、ＧＰＳ技術を用いて位置を取得する。取得された位置は、要求に応答してアプリケー
ションに提供される（ブロック３０８）。先の実施例で続けると、位置サブシステム１２
２は、ＧＰＳ技術により判定された位置をナビゲーション２１６アプリケーションに提供
し、ターン・バイ・ターン方式の指示を出力できるようにする。
【００３５】
　ここで様々な選択基準に戻ると、位置サブシステム１２２による位置ソース２０８の選
択は、少なくとも一部分は、前に判定された位置に基づくようにすることができる。前に
判定された位置を示す選択基準は、記憶された位置データ２２２および／または最後に確
認された位置１２６を含む。従って、選択基準は、位置データ２２２として位置データベ
ース２２０内など、メモリ２０６内に記憶することができるさまざまな位置基準を含む。
位置サブシステム１２２は、少なくとも位置ソース２０８および対応する位置判定技術を
選択する位置基準を用いるように構成することができる。位置基準は、１若しくはそれ以
上の位置ソース２０８との相互作用により得ることができる。位置基準の例は、ナビゲー
ション装置２０２の現在位置、ナビゲーション装置２０２の速度、ナビゲーション装置２
０２が移動した距離、ナビゲーション装置２０２の全般的アクティビティ、ユーザによる
ナビゲーション装置との相互作用の頻度、ナビゲーション装置の動き、およびその組合せ
を含む（これに限定されるものではないが）。例えば、装置の速度が設定値（例えば１０
ＭＰＨ）よりも高かったり、装置が閾値の距離（例えば１ｋｍ）よりも長い距離を移動し
た場合に、衛星ナビゲーションを選択することができる。装置の速度が設定値よりも低か
ったり、装置の移動が閾値内の場合には、セルラーベースの技術を用いることができる。
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さらなる実施例は、以下の説明で扱う。このような位置基準は、１若しくはそれ以上の位
置ソース２０８との相互作用により得ることができる。
【００３６】
　選択基準は、位置基準の他にも、位置の正確度、位置ソース２０８の優先順位、位置ソ
ース２０８の利用可能性、電力消費量基準、慣性センサ２３０からのデータ、前に記録さ
れた位置履歴およびパターンのデータ、装置構成データ、ユーザプロファイルデータ、お
よびその組合せなどの情報をさらに含むことができる。選択基準はまた、位置ソース２０
８の定義された階層を含むことができる。例えば、階層は、位置ソース２０８を正確度、
ユーザ環境設定、優先順位、電力消費量などによって並べることができる。階層に基づい
て、位置サブシステム１２２は、利用可能な最善の位置ソース２０８の１つを判定する。
言及したように、選定基準の少なくとも幾つかは、デバイスアプリケーション１２４から
の位置要求の一部として受信することができる。
【００３７】
　位置ソース２０８の選択は、位置を判定する頻度の選択も含むようにすることができる
。従って、位置サブシステム１２２は、用いる位置ソース２０８を選択できるだけでなく
、位置サブシステム１２２は、どのような頻度で位置を判定するかを決める選択基準を用
いることができる。例えば、ナビゲーション装置２０２を用いてナビゲーションする場合
、位置は比較的頻繁に判定するようにする。しかし、ナビゲーション装置２０２を家でイ
ンターネットサービス１２０へのアクセスに用いる場合、位置サブシステム１２２が選択
基準により装置の使用方法および使用場所を理解するので、位置の更新は比較的低い頻度
で行われる。このように位置判定の頻度を調節することにより、さらなる電力節約が実現
できる。
【００３８】
　位置ソース２０８の選択は、前述したように位置要求に応答して行うことができ、およ
び／またはその他の様々な方式で開始することもできる。一実施形態において、位置サブ
システム１２２による位置ソース２０８の選択は、アプリケーションから位置要求が受信
された時の応答時間をスピードアップするために、先制的に行われるようにする。換言す
れば、位置サブシステム１２２は、位置要求が受信されるまで待つことなしに先行的に位
置ソース２０８を選択するように構成することができる。例えば、慣性センサ２３０によ
り検出された動きにより、位置サブシステム１２２がトリガされて位置ソース２０８の選
択を開始し、ナビゲーション受信機１０４または通信モジュール１１０をオンにし、およ
び／または位置ソース２０８間で切替えをするアクションがとられる。別の実施例におい
ては、電池の寿命が短くなると、位置サブシステム１２２がトリガされてナビゲーション
受信機１０４をオフにし、位置判定にＷｉ－Ｆｉセルラー技術を用いるように切替えられ
る。さらに別の実施例においては、記憶されたＬＫＰ　１２６の有効性を点検すると、位
置サブシステム１２２が位置ソース２０８の選択を開始する。様々なその他の実施例も考
えられる。このように、要求に応答して位置ソース２０８を選択することに加えて、また
はその代わりとして、本明細書で説明した様々な選択基準は、位置ソース２０８を先行的
に選択するために位置サブシステム１２２で用いることもできる。
【００３９】
　従って、位置要求に応答するのであろうとなかろうと、（位置基準および／またはその
他の選択基準を含む）選択基準は、１若しくはそれ以上の位置ソース２０８をオンにした
りオフにし、ナビゲーション装置２０２がその位置を判定する頻度を変更し、位置につい
てＬＫＰ１２６を記憶し、および／またはこれを使用するように切替える、などのために
位置サブシステム１２２で用いることができる。位置ソースおよび判定技術の選択をこの
ように管理すると、電池の寿命が延び、位置依存機能の連続性が向上し、応答時間が改善
され、位置追跡が向上する。さらに示すために、位置ソース選択技術の実施例の幾つかを
説明する。一実施形態において、これらの実施例の技術は、電子装置１０２またはナビゲ
ーション装置２０２の部品、または同等の機能として設けられている位置サブシステム１
２２を用いて実施することができる。
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【００４０】
　位置ソース選択は、少なくとも一部分は、位置ソース２０８の利用可能性に基づくよう
にすることができる。そうすると、１つの位置ソース２０８が利用不能である時に、位置
サブシステム１２２は他の位置ソース２０８を選択することができる。例えば、ナビゲー
ション装置２０２が都市キャニオンを通って移動中の時、ＧＰＳ受信が失われることがあ
る。この場合、位置サブシステム１２２は自動的に、Ｗｉ－Ｆｉまたはセルラー技術で位
置判定できるようにする。このような選択は、前述したように、位置ソース２０８の定義
された階層に従って行うことができる。選択は、ユーザにとってトランスペアレントに、
例えば自動的に、ユーザ入力なしに行うことができる。従って、位置サブシステム１２２
は、複数の位置ソースにより位置機能の連続性を提供すると同時に、１つの位置ソース２
０８が利用可能であるため、中断の可能性が低減される。
【００４１】
　位置ソース選択は、少なくとも一部分は、前に判定された位置に基づくようにすること
ができる。例えば、電子装置１０２のユーザが家にいると仮定する。この例では、ユーザ
が屋内にいる間はＧＰＳカバレージは得られない。履歴位置データ２２２および／または
ＬＫＰ　１２６などの選択基準により、位置サブシステム１２２は、装置の現在位置が家
であると判定する。さらに、電子装置１０２はあまり遠くへ、また、頻繁に移動していな
いため、位置サブシステム１２２は、正確な位置判定は重要でないと判断する。従って、
このような環境下では、種々の選択基準により、位置サブシステム１２２は、位置判定の
ためにＧＰＳ技術ではなくセルラー三角測量技術を選択することになり、衛星ナビゲーシ
ョン受信機１０４がオフになる。さらに、位置判定の頻度を調節することもできる。例え
ば、ＧＰＳを用いた連続的な位置更新ではなく、セルラー三角測量技術を毎分、５分毎、
などというように実行することができる。あるいは、位置サブシステム１２２は、ＧＰＳ
またはセルラー三角測量技術に代わるものとして、位置提供のためにＬＫＰ　１２６を選
択することもできる。
【００４２】
　位置ソース選択は、少なくとも一部分は、検出された動きに基づくようにすることがで
きる。先の例で続けると、ユーザが車に乗込み、運転を始めて家から去ると仮定する。位
置サブシステム１２２は、大幅な動きを検出するようになる。動きはセルラー三角測量技
術、または他の位置ソース２０８により判定された位置に基づいて検出される。位置サブ
システム１２２は、１若しくはそれ以上のセンサ２３０に基づいて動きを検出することも
できる。従って、位置サブシステム１２２は、衛星ナビゲーション受信機１０４をオンに
し、位置を判定するための信号データの受信を開始する。しかし、ＧＰＳフィックスが得
られない場合、位置サブシステム１２２は、代わりにＷｉ－Ｆｉ三角測量を有効化する。
同様に、位置ソース２０８のどれも利用できない場合、位置サブシステム１２２は代替と
して、記憶されたＬＫＰ　１２６に頼ることになる。このように、電子装置１０２は、変
化を予想することができ、それに応じて位置ソース２０８との相互作用を開始することが
できる。
【００４３】
　先の例でユーザが目的地に到着しても、衛星ナビゲーション受信機１０４は尚もアクテ
ィブ状態であることがある。位置サブシステム１２２は、ＧＰＳにより、および／または
慣性センサ２３０により、電子装置１０２の動きが定義された長さの時間分（例えば、３
分間、５分間など）停止したことを認める.この時点で、位置サブシステム１２２は衛星
ナビゲーション受信機１０４をオフにして、電力を節約することができる。位置サブシス
テム１２２はまた、例えばＷｉ－Ｆｉまたはセルラー三角測量に切替えるなど、その他の
選択基準に基づいて別の位置ソース２０８に切替えることもできる。さらに、位置判定の
ためにＧＰＳがアクティブである間、位置サブシステム１２２は、最後に確認された位置
（ｌａｓｔ　ｋｎｏｗｎ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ：ＬＫＰ）１２６を記述するデータを記憶す
ることもできる。従って、位置サブシステム１２２は、ＬＫＰが有効であると判断される
限り、位置ソース２０８による位置判定に代わるものとして、ＬＫＰ　１２６を用いるこ
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とができる。位置のためにＬＫＰ　１２６を選択的に用いることについての詳しい説明を
、以下の図面に関して行う。
【００４４】
　位置ソース選択はさらに、位置トレンド、ルート、および識別されたユーザの動き／行
為のパターンを示す、経時的に収集された位置履歴に基づくようにすることもできる。ナ
ビゲーション装置２０２は、そのような位置履歴およびパターンを位置データ２２２とし
てベース２２０内に記憶することができる。例えば、例えば、ナビゲーション装置２０２
が１１ＰＭから７ＡＭまで（例えば、ユーザの睡眠中）移動せず、および／またはナビゲ
ーション装置２０２が８ＡＭから５ＰＭまで（ユーザの勤務中）移動しないことを示す履
歴データが収集されたと仮定する。位置サブシステム１２２は、これに応じて、履歴デー
タおよびパターンによって１若しくはそれ以上の位置ソース２０８および対応する位置判
定技術を知能的に有効化または無効化するように構成することができる。
【００４５】
　認められるように、説明した実施例の様々な構成、組合せ、および改変を用いることが
できる。様々な選択基準による位置ソース２０８の選択の様々なさらなる実施例も考えら
れる。例えば、電子装置１０２の位置サブシステム１２２は、電子装置１０２が定義され
た長さの時間分静止している、と位置サブシステム１２２が判断した場合、ＧＰＳをオフ
にして、セルラー技術を用いることができる。さらに、位置サブシステム１２２は、速度
が定義された速度よりも低い、と位置サブシステム１２２が判断した場合にも、ＧＰＳを
オフにして、セルラー技術を用いることができる。位置サブシステム１２２はまた、Ｗｉ
－Ｆｉ接続が利用できる、と判断した場合、ＧＰＳをオフにして、Ｗｉ－Ｆｉ技術を用い
ることができる。位置サブシステム１２２はさらに、電子装置１０２の電力が低い、と判
断した場合、ＧＰＳをオフにして、セルラー技術を用いることができる。別の実施例にお
いて、位置サブシステム１２２は、加速度計などの慣性センサ２３０を用いて、電子装置
１０２が移動中であるか、またはその他の形で使用中であるかどうか判断し、ＧＰＳまた
はＷｉ－Ｆｏ法を有効にすることができる。また、さらに、位置サブシステム１２２は、
ユーザの移動の習慣およびパターンなどの履歴位置データを用い、これに応じて、１若し
くはそれ以上の位置ソース２０８および対応する位置判定技術をオンまたはオフにするこ
とができる。また、位置サブシステム１２２は、１若しくはそれ以上の位置ソース２０８
を用いて位置を判定する頻度を変更することもできる。
【００４６】
　位置サブシステム１２２は、説明した位置ソース選択技術を自動的に、ユーザが促さな
くても実行することができる。説明した位置ソース選択技術は、ナビゲーション装置２０
２で判定する位置の正確度および／または連続性を高めると同時に、ナビゲーション装置
２０２の電池寿命を延ばすように用いることができる。一実施例において、位置サブシス
テム１２２は、位置ソース間で切替えをする前にユーザインターフェースを用いてユーザ
にプロンプトを出力し、ユーザに通知し、および／またはユーザが切替えを確認したり、
これを防止できるようにする。
【００４７】
　図４は、位置依存動作のために最後に確認された位置を選択的に用いる実施例における
手順４００を示す図である。最後に確認された位置を記憶する（ブロック４０２）。例え
ば、最後に確認された位置１２６は、ナビゲーション装置２０２のメモリ２０６内に記憶
することができる。最後に確認された位置１２６は、１若しくはそれ以上の位置ソース２
０８により判定される。特に、位置サブシステム１２２は、位置判定のために対応する位
置ソース２０８が利用可能な場合に、様々な位置判定技術を用いてＬＫＰ　１２６を更新
するように構成することができる。ＬＫＰ　１２６は、ＧＰＳまたはその他の技術を用い
て位置を判定するナビゲーション装置２０２の現在の能力とは無関係に、アプリケーショ
ン１２４に位置情報を提供するために用いることができる。例えば、ＬＫＰ　１２６は屋
内で、ＰＯＩデータ２２４を検索するために用いることができる。位置の古さおよび／ま
たは正確さはＰＯＩ検索にとって重要ではないからである。位置サブシステム１２２は、
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位置ソース２０８が利用不能な場合や、正確な位置が重要でない場合に少ない待ち時間で
応答を行うため、電子装置１０２の電力を節約するため、などで記憶されたＬＫＰ　１２
６を選択的に用いることができる。
【００４８】
　ＬＫＰが記憶されてしばらくした後、位置ソースはオフにされる（ブロック４０４）。
例えば、位置ソース２０８は、電力を節約するためや、対応するナビゲーション装置２０
２が長時間アイドル状態であったり、「家」など、屋内位置にあると判定された場合など
に、オフにされる。ナビゲーション装置２０２、特に位置サブシステム１２２は、位置判
定する位置ソース２０８の使用に代わるものとして、ＬＫＰ　１２６を用いるように構成
することができる。
【００４９】
　位置要求を受信する（ブロック４０６）。例えば、位置サブシステム１２２は、位置を
取得するよう、様々なデバイスアプリケーション１２４から要求を受信することができる
。一般的に、位置は、デバイスアプリケーション１２４の位置依存の機能を有効にするた
めに、位置サブシステム１２２が提供する。ここで例として、位置データベース２２０内
で維持管理するＰＯＩデータ２２４の位置ベースの検索を有効にするために、ブラウザ２
１２が要求を位置サブシステム１２２に通信すると仮定する。具体的には、ユーザはブラ
ウザ２１２を操作して、映画館の検索を開始する。ブラウザ２１２は、自動的に現在位置
を用いて検索を実行するように構成することができる。この実施例において、位置サブシ
ステム１２２は、ＬＫＰ　１２６が有効である限り、ＬＫＰ　１２６を用いて要求を満た
すように構成することができる。
【００５０】
　従って、ＬＫＰ　１２６の有効性を判定する（ブロック４０８）。例えば、位置サブシ
ステム１２２は、記憶されたＬＫＰ　１２６が期限切れとなったり、位置の変化により不
正確となっていないことを確実にするように動作することができる。これは、装置が大幅
に動いたかどうか（慣性センサ２３０によってなど）、および／またはＬＫＰ　１２６が
記憶されてから定義された長さの時間が経過したかどうかの判定を含む。ＬＫＰ　１２６
は、ＬＫＰ　１２６が記憶されている期間の長さを判断できるように、タイムスタンプ、
有効期間、またはその他の適切なデータと共に記憶することができる。動きが多過ぎると
か、時間が経過し過ぎたと判断された場合、ＬＫＰは無効と判定される。有効性の判定は
また、ＬＫＰ　１２６は要求を十分満たすことができるかどうかの評価を含む。例えば、
ナビゲーション２１６アプリケーションからの要求は、正確度や用いる特定の位置ソース
２０８などの基準を指定する場合がある。従って、ＬＫＰ　１２６は、指定された基準に
合致しない場合、要求を満たすための有効性がない可能性がある。しかし、先のブラウザ
２１２による検索の例においては、ＬＫＰ　１２６は、検索の目的のために、十分正確な
位置を提供することができる。
【００５１】
　最後に確認された位置が有効な場合、最後に確認された位置は要求に応答して、位置と
して通信される（ブロック４１０）。ＰＯＩ検索の実施例で続けると、位置依存のＰＯＩ
検索を実行するために、ＬＫＰ　１２６をブラウザ２１２アプリケーションに提供する。
さらなる要求も、同様に扱うことができる。別の要求が受信されると、手順４００はブロ
ック４０６に戻る。位置サブシステム１２２は、ブロック４０８で行われる判定でＬＫＰ
　１２６が有効であると判定される限り、引き続き発生する要求に応答してＬＫＰ　１２
６を提供し続けることができる。
【００５２】
　最後に確認された位置が有効でない場合、要求を満たすように位置ソースが選択される
（ブロック４１２）。例えば、図３の手順３００に関して説明した位置ソース選択技術お
よび様々な選択基準を用いて、位置ソース２０８を選択することができる。例えば、位置
サブシステム１２２は、ＬＫＰ　１２６が無効であると判定された上記の例において、ナ
ビゲーション２１６アプリケーションからの要求を満たすために、ＧＰＳ衛星１０８を選
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択する。次いで、選択された位置ソース２０８を用いて位置が判定される。選択された位
置ソースを用いて判定された位置は、要求に応答して通信される（ブロック４１４）。位
置サブシステム１２２は、衛星ナビゲーション受信機１０４をオンにし、位置を判定する
ためにＧＰＳ衛星１０８からの信号データ１０６を受信する。位置サブシステム１２２は
、次いで、要求に応答して、判定された位置をナビゲーション２１６アプリケーションに
通信する。ＧＰＳ衛星１０８は、図３で説明した選択基準またはその他の要因によって位
置サブシステム１２２が別の位置ソース２０８を選択するまで、位置を判定し続ける。手
順４００はブロック４０２に戻り、そこでは、選択された位置ソース２０８により判定さ
れた位置に基づいて、ＬＫＰ　１２６が記憶される。このように、ＬＫＰ　１２６および
ＬＫＰ　１２６の有効性の判定は、ユーザアクティビティを予想して衛星ナビゲーション
受信機１０４をオンにするため、および／またはＧＰＳまたはその他の位置ソース２０８
がない場合に位置依存機能を提供するため、の両方で用いることができる。
【００５３】
　図５は、１若しくはそれ以上の位置ソースを用いて最後に確認された位置を更新する実
施例における手順５００を示す図である。最後に確認された位置を用いて、装置の位置依
存アプリケーションを動作させる（ブロック５０２）。例えば、ＬＫＰ　１２６は、１若
しくはそれ以上の位置ソース２０８により、ナビゲーション装置２０２のメモリ２０６内
に記憶することができる。次いで、図４に関して説明したようにＬＫＰ　１２６が有効で
ある限り、ＬＫＰ　１２６は、位置ソース２０８の代わりとして、位置として、要求を出
しているデバイスアプリケーション１２４に通信される。従って、ＬＫＰ　１２６の有効
性を判定する（ブロック５０４）。ＬＫＰ　１２６が有効である場合、手順５００はブロ
ック５０２に戻り、そこでは、位置依存アプリケーションを動作させるために、装置は有
効な最後に確認された位置を用い続ける。ＬＰＫが無効であると判定された場合、ＬＫＰ
の更新が開始される（ブロック５０６）。
【００５４】
　ＬＫＰ　１２６の有効性を点検するための種々の技術が考えられる。図４に関して前述
したように、位置サブシステム１２２は、ＬＫＰ　１２６の有効期間が切れたかどうか判
断できるように、タイムスタンプを用いることができる。別の実施例においては、ＬＫＰ
　１２６を記憶した後のナビゲーション装置２０２の動きを用いて、ＬＫＰ　１２６の有
効性を判定することができる。換言すれば、位置サブシステム１２２は、ＬＫＰ　１２６
の更新を実行すべきかどうか判定するために、対応するナビゲーション装置２０２が移動
したかどうか判定する。例えば、ＬＫＰ　１２６の記憶後に大幅な運動、速度、またはそ
の他の動きを示す事象が検出された場合、これによりＬＫＰ　１２６の更新がトリガされ
る。ナビゲーション装置２０２がＬＫＰ　１２６の更新をトリガできるほど十分移動した
時点を識別するために、慣性センサ２３０を用いることができる。大幅な動きはまた、ナ
ビゲーション装置２０２による様々な位置ソース２０８との相互作用を用いて検出するこ
ともできる。例えば、ナビゲーション装置２０２が遭遇するセルラータワーおよび／また
はＷｉ－Ｆｉアクセスポイントの識別子の変化を監視することにより、ナビゲーション装
置２０２の大幅な動きを示すことができる。
【００５５】
　図５に示したように、ＬＫＰ　１２６の更新は、更新を実行するために位置ソースを選
択する工程（ブロック５０８）と、選択された位置ソースを用いて位置を判定する工程（
ブロック５１０）と、判定された位置を更新されたＬＫＰとして記憶する工程（ブロック
５１２）とをさらに有することができる。例えば、図３の手順３００に関して説明した位
置ソース選択技術および様々な選択基準を用いて、記憶されたＬＫＰ　１２６を更新する
ために用いる位置ソース２０８を選択することができる。選択基準に基づいて、位置サブ
システム１２２は、種々の位置ソース２０８の中から選択して更新を行う。一実施形態に
おいては、ＧＰＳ衛星１０８および対応するＧＰＳ技術を、ＬＫＰ　１２６更新のデフォ
ルトの方式または主たる方式として設定する。こうすると、ＧＰＳが利用可能な場合、最
後に確認された位置１２６はＧＰＳを用いて更新される。ＬＫＰ　１２６を更新するため
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に位置サブシステム１２２によりＧＰＳ衛星１０８を選択する工程は、衛星ナビゲーショ
ン受信機１０４をオンにする工程を含むことができる。
【００５６】
　ＧＰＳが利用できない場合、最後に確認された位置１２６は、ＧＰＳ以外の利用可能な
位置ソース２０８から更新することができる。もちろん、どの位置ソース２０８も利用で
きない場合、最後に確認された位置１２６は更新できない。この場合、適切な位置ソース
２０８が現在利用できないこと、従って、最後に確認された位置１２６が更新されなかっ
たことをユーザに知らせる通知が出される。
【００５７】
　さらなる実施形態においては、キャッシュされた位置データ２２２を用いてＬＫＰ　１
２６を更新する。言及したように、ナビゲーション装置２０２の位置データベース２２０
は、通信インフラストラクチャ要素の識別子を位置に関連づける位置データ２２２を含む
ことができる。通信インフラストラクチャ要素の例は、ナビゲーション装置２０２の動作
により検出／識別できるセルラータワー、Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント、ビーコン、レピ
ータ、ルータ、および／またはその他の適切な通信インフラストラクチャ要素などの要素
を含む。適切な通信インフラストラクチャ要素は、一般的に、位置が固定されている。従
って、ＧＰＳ技術および／またはその他の位置ソース２０８および技術を用いて、様々な
通信インフラストラクチャ要素に対応する位置を解決することができる。判定された位置
を対応する通信インフラストラクチャ要素および識別子に関連づける位置データ２２２を
記憶することもできる。セルラータワー、Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント、ルータ、および
その他の通信インフラストラクチャ要素は典型的に、ナビゲーション装置が通信インフラ
ストラクチャ要素に遭遇した時にナビゲーション装置２０２が取得することができる独特
な識別子を有する。従って、ナビゲーション装置２０２は識別子を用いて、通信インフラ
ストラクチャ要素を判定された位置に関連づけることができる。特に、位置サブシステム
は、ＧＰＳ技術および／またはその他の位置ソース２０８および位置判定技術により判定
された通信インフラストラクチャ要素および対応する位置のキャッシュを維持することが
できる。キャッシュは、例えば位置データベース２２０内など、ナビゲーション装置２０
２上にローカルで記憶される。
【００５８】
　一実施形態において、対応するセルラータワーＩＤ、Ｗｉ－ＦｉアクセスポイントＩＤ
、またはその他の通信インフラストラクチャ要素の識別子に関連づけられた一定数の位置
をキャッシュ内に維持する。例えば、キャッシュ内のエントリの数は、例えば１００、５
００、１０００など、予め定義することができる。エントリは、先入れ先出し方式で維持
する。このようにして、キャッシュは、ナビゲーション装置２０２が最も頻繁に遭遇する
通信インフラストラクチャ要素の位置関係を維持することができる。
【００５９】
　位置サブシステム１２２は、キャッシュされた位置関係を用いて、ナビゲーション装置
２０２が様々な通信インフラストラクチャ要素に遭遇した時にＬＫＰ　１２６を更新する
。例えば、セルラータワーが検出された場合、対応する位置関係をキャッシュから取り出
し、ＬＫＰ　１２６の設定に用いる。こうすると、デバイスアプリケーション１２４から
要求を受信した時に、ＬＫＰ　１２６を位置として用いることができる。多くの場合、ユ
ーザは予め定義された若干数のルートを移動するが、これについて、ルート上で遭遇する
通信インフラストラクチャ要素との位置関係を判定することができる。人々は同様な地理
的エリア内の若干数のルート沿いに毎日移動する（仕事、家、学校、ショッピングなど）
ことを考慮すると、通信インフラストラクチャに関する数多くの位置関係を維持してＬＫ
Ｐ　１２６を更新すると、ＧＰＳへのクエリが削減される。ユーザが異なるエリア（例え
ば、出張や休暇）に移動する場合でも、ユーザの移動パターンは、目的に到着した当日以
降は同様となる可能性がある。
【００６０】
　動作において、セルラータワー識別子の変化（または、その他の通信インフラストラク
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チャ要素が検出された場合）、位置サブシステム１２２は、セルラータワー識別子との位
置関係があるかどうか、キャッシュをクエリすることにより応答することができる。キャ
ッシュ内にセルラータワー識別子に対する位置関係がある場合、１若しくはそれ以上のデ
バイスアプリケーション１２４が位置を要求した時に、その位置関係が用いられる。特に
、位置関係に基づいてＬＫＰ　１２６が設定される。
【００６１】
　キャッシュ内にセルラータワー識別子に対する位置関係がない場合、位置サブシステム
１２２は、ＧＰＳまたはその他の位置ソース２０８を用いて位置の判定を続行する。次い
で、位置サブシステム１２２は、判定された位置をセルラータワー識別子に関連づけ、こ
れに応じてキャッシュを更新する。このように、装置が比較的静止した状態である時にＬ
ＫＰ　１２６を用いることができるだけでなく、ナビゲーション装置２０２が移動中の時
も、説明したようにキャッシュされた位置関係を用いることによってＬＫＰ　１２６を効
果的に用いることができる。通信インフラストラクチャ要素の位置関係のキャッシュを記
憶することにより、衛星ナビゲーション受信機１０４をより頻繁にオフにしながらも、位
置依存機能を使用できるようになる。このように、衛星ナビゲーション受信機１０４を用
いる頻度を低減することができ、その結果としてさらに、電力消費量が低減され、電池の
寿命を延ばすことができる。
【００６２】
　結論
　種々の位置ソース２０８と相互作用する電子装置１０２および／またはナビゲーション
装置２０２の能力をフルに活用するように実施できる様々な位置ソース選択技術を説明し
た。位置ソース選択技術を構造的特徴および／または方法的行為について具体的な言葉で
説明したが、付属の特許請求の範囲は必ずしも説明した具体的な特徴や行為に制限されな
いことを理解されたい。むしろ、構造的特徴および／または方法的行為は、請求する位置
ソース選択の装置および技術を実施する形の例として開示してある。
【図１】 【図２】
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