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(57)【要約】
【課題】ロケーション情報を提供するための方法および
装置。
【解決手段】ロケーション、日付、時刻、ユーザの好み
などのような、これらに限定されないが、移動局に知ら
れている情報は、インターネットウェブページ、電子メ
ールメッセージ、写真アプリケーションのような、これ
らに限定されないが、進行中のアプリケーションから得
られる情報と、あるいは、ユーザによって直接に入力さ
れる情報と、組み合わせられる。次いで、ユーザは、ア
クセスするロケーションベースのオプションのインテリ
ジェントリストを提示される。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ロケーション情報を提供する方法であって、
　移動局のロケーションを決定することと、
　ロケーションに関連した移動局ベースのアプリケーションから情報を取り出すことと、
　前記移動局のロケーションと、前記移動局ベースのアプリケーションから取り出された
前記情報とに基づいて、前記移動局のユーザに対してインテリジェントロケーション情報
オプションを提示することと、
　を備える方法。
【請求項２】
ロケーション情報をユーザに対して提供するための移動局であって、
　移動局のロケーションを決定するための手段と、
　ロケーションに関連した移動局ベースのアプリケーションから情報を取り出すための手
段と、
　前記移動局のロケーションと、前記移動局ベースのアプリケーションから取り出された
前記情報とに基づいて、前記移動局のユーザに対してインテリジェントロケーション情報
オプションを提示するための手段と、
　を備える移動局。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　本願は、その譲受人に譲渡され、参照によりここに組み込まれる、２００５年７月７日
に出願された、「ＧＳＭ／ＵＭＴＳハンドセット測位要件(GSM/UMTS Handset Positionin
g Requirements)」と題された仮米国出願シリアル番号第６０／６９７，１７１号に対す
る優先権を主張する。
【背景】
【０００２】
Ｉ．分野
　本発明は、一般に通信に関し、より詳細にはロケーション情報(location information)
を提供するための技法に関する。
【０００３】
ＩＩ．背景
　ネットワーク中におけるワイヤレスデバイス、例えばセルラ電話、パーソナルコミュニ
ケーションシステム(personal communication system)（ＰＣＳ）、ワイヤレスラップト
ップコンピュータなどのロケーション(location)を知ることは、多くの場合に望ましく、
時として必要なことがある。例えば、ワイヤレスユーザは、ウェブサイトを介してブラウ
ズするためにワイヤレスデバイスを利用することができ、またロケーションの影響を受け
やすいコンテンツ(location sensitive content)上でクリックすることができる。次いで
ウェブサーバは、ワイヤレスデバイスのロケーションについてネットワークに照会する(q
uery)ことができる。ネットワークは、ワイヤレスデバイスのロケーションを確認する(as
certain)ためにワイヤレスデバイスを用いてロケーション処理を開始することができる。
次いでネットワークは、ワイヤレスデバイスについてのロケーション推定値(location es
timate)をウェブサーバに対して戻すであろう、このウェブサーバは、適切なコンテンツ
をワイヤレスユーザに対して提供するためにこのロケーション推定値を使用することがで
きる。ワイヤレスデバイスのロケーションの知識が有用または必要である多数の他のシナ
リオが存在する。以下の説明においては、用語「ロケーション(location)」と「ポジショ
ン(position)」は、同義語であり、交換可能に使用される。
【０００４】
　したがって、一部のワイヤレスデバイスは、デバイスのロケーションに基づいた、ロケ
ーションベースのサービス、例えば、データあるいはメッセージングのサービス、コール
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経路指定(call routing)、関心のある近くのポイント、など、を提供するように構成され
るが、ユーザの要求で、ユーザに使用可能な測位情報オプション(positioning informati
on option)を拡張することが有用になるであろう。したがって、ワイヤレスデバイスに関
連してロケーション情報を効果的に提供する技法についての、当技術分野における必要性
が存在する。
【発明の開示】
【０００５】
　［概要］
　ロケーション情報オプションを効率的に提供するための技法が、提示される。日付、時
刻、ユーザの好み、連絡先リスト、などのような、これだけには限定されないが、移動局
に知られている情報を、インターネットウェブページ、電子メールメッセージ、写真アプ
リケーション、のような、これだけには限定されないが、進行中のアプリケーションから
得られる情報、あるいは、ユーザによって直接に入力される情報と組み合わせることによ
って、ユーザは、ロケーションベースのオプションのインテリジェントリスト(intellige
nt list)を提示される。
【０００６】
　［詳細な説明］
　本発明の特徴および性質は、同様な参照キャラクタが全体をとおして対応して識別する
図面と併せて解釈されると以下に記述される詳細な説明から、より明らかになるであろう
。
【０００７】
　用語「例示的な(exemplary)」は、「１つの例(example)、インスタンス(instance)、ま
たは例証(illustration)としての機能を果たしている」を意味するようにここにおいて使
用される。ここにおいて「例示的な」として説明される任意の実施形態あるいは設計は、
他の実施形態あるいは設計よりも好ましいあるいは有利であるものとして必ずしも解釈さ
れるべきであるとは限らない。
【０００８】
　ここにおいて説明されるロケーション情報技法は、符号分割多元接続(Code Division M
ultiple Access)（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続(Time Division Multiple A
ccess)（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続(Frequency Division Multiple A
ccess)（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交周波数分割多元接続(Orthogonal Frequency Divi
sion Multiple Access)（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、前述の技術の組合せをサポートす
るネットワーク、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(wireless local area network
)（ＷＬＡＮ）カバレージはもとよりワイドエリアネットワーク(wide area network)（Ｗ
ＡＮ）カバレージも有するネットワークなど、様々なワイヤレスネットワークとの関連で
使用されることができる。ＣＤＭＡネットワークは、ワイドバンドＣＤＭＡ(Wideband CD
MA)（Ｗ－ＣＤＭＡ）やｃｄｍａ２０００など、１つまたは複数のＣＤＭＡ無線アクセス
技術(radio access technology)（ＲＡＴ）をインプリメントすることができる。ｃｄｍ
ａ２０００は、ＩＳ－２０００規格、ＩＳ－８５６規格、およびＩＳ－９５規格をカバー
する。ＴＤＭＡネットワークは、移動体通信用グローバルシステム(Global System for M
obile Communications)（ＧＳＭ）、デジタル高度移動電話システム(Digital Advanced M
obile Phone System)（Ｄ－ＡＭＰＳ）など、１つまたは複数のＴＤＭＡ　ＲＡＴをイン
プリメントすることができる。Ｄ－ＡＭＰＳは、ＩＳ－１３６とＩＳ－５４とをカバーす
る。これらの様々なＲＡＴと規格は、当技術分野において知られている。Ｗ－ＣＤＭＡお
よびＧＳＭは、「第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership 
Project)」（３ＧＰＰ）と名付けられるコンソーシアムからのドキュメント中において説
明される。ｃｄｍａ２０００は、「第三世代パートナーシッププロジェクト２(3rd Gener
ation Partnership Project 2)」（３ＧＰＰ２）と名付けられるコンソーシアムからのド
キュメント中において説明される。３ＧＰＰドキュメントおよび３ＧＰＰ２ドキュメント
は、公的に入手可能である。
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【０００９】
　ここにおいて使用される用語「ワイヤレスデバイス(wireless device)」または「ワイ
ヤレス端末(wireless terminal)」は、一般に、移動局(mobile station)（ＭＳ）、ユー
ザ装置(user equipment)（ＵＥ）、セルラ電話、パーソナルコミュニケーションシステム
（ＰＣＳ）、ワイヤレスラップトップコンピュータなどとも称される。用語、ワイヤレス
デバイスは、なんらかの特定の装置に限定されるべきではない。
【００１０】
　図１は、その内部に方法および装置がインプリメントされることができるワイヤレス多
重アクセス通信ネットワーク(wireless multiple-access communication network)１００
を示す。ネットワーク１００は、各基地局が特定の地理的区域についての通信カバレージ
を提供する複数の(multiple)基地局１１０を含んでいる。基地局は一般に、以下に総称し
て移動局（ＭＳｓ）と称される端末と通信する、固定局である。基地局は、アクセスポイ
ント、ノードＢ、ビーコン、または他の何らかの専門用語で呼ばれることもできる。用語
「セル(cell)」は、その用語が使用される状況(context)に応じて基地局および／または
そのカバレージ区域(coverage area)を意味することができる。基地局は、異なるサイズ
と形状のカバレージ区域を有することができ、これらは、地形(terrain)や障害物など、
様々なファクタによって決定されることができる。システム容量を改善するために、基地
局のカバレージ区域は、複数の(multiple)より小さな区域(areas)へと区分される(partit
ioned)ことができる。より小さな各区域は、それぞれのベーストランシーバサブシステム
(base transceiver subsystem)（ＢＴＳ）によってサービスされる(served)。簡単にする
ために、以下の説明においては、用語「基地局」は、セルにサービスする固定局と同様に
セクタにサービスする固定局を総称して指す。
【００１１】
　システムコントローラ１３０は、基地局１１０に結合し、これらの基地局についての調
整(coordination)および制御(control)を提供する。システムコントローラ１３０は、単
一のネットワークエンティティ(network entity)、またはネットワークエンティティの集
まり、であってもよい。例えば、システムコントローラ１３０は、１つまたは複数の基地
局コントローラ(Base Station Controller)（ＢＳＣ）、モバイル交換局(Mobile Switchi
ng Center)（ＭＳＣ）、無線ネットワークコントローラ(Radio Network Controller)（Ｒ
ＮＣ）、パケットデータサービングノード(Packet Data Serving Node)（ＰＤＳＮ）、お
よび／または他の何らかのネットワークエンティティを含むことができる。ポジション決
定エンティティ(Position Determining Entity)（ＰＤＥ）１３２は、移動局１２０につ
いてのポジション決定をサポートする。例えば、ＰＤＥ１３２は、ＭＳベースのモードに
おいてポジションを決定するために移動局によって使用される支援データを提供すること
ができる。ＰＤＥ１３２は、ＭＳ支援モードにおいて移動局および／または基地局によっ
てもたらされるレンジング測定値(ranging measurements)に基づいて移動局１２０につい
てのポジション推定値を計算することもできる。
【００１２】
　移動局１２０は、一般的にネットワーク１００全体にわたって分散し、また、各移動局
は、固定されることもでき、あるいはモバイルとすることもできる。移動局１２０は、端
末、アクセス端末、ユーザ装置、または他の何らかの専門用語で呼ばれることもできる。
移動局１２０は、ワイヤレスデバイス、セルラ電話、ワイヤレスモデム、ワイヤレスモジ
ュール、テレメトリデバイス(telemetry device)、携帯型個人情報端末(personal digita
l assistant)（ＰＤＡ）、ワイヤレスアクセス付きのラップトップなどとすることができ
る。移動局１２０は、与えられた任意の瞬間に順方向リンクおよび／または逆方向リンク
上でゼロ個、１つ、または複数の基地局と通信することができる。移動局１２０はまた、
それぞれここにおいて衛星測位システム(Satellite Positioning System)（ＳＰＳ）と一
般に呼ばれる全地球測位システム(Global Positioning System)（ＧＰＳ）、ガリレオ(Ga
lileo)、および／または他の衛星測位あるいは衛星のシステムからであり得る、衛星１４
０からの信号を受信することもできる。一般に、良好な受信信号品質が順方向リンクにつ
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いても逆方向リンクについても達成されることができる場合には、移動局１２０は、ネッ
トワーク１００と直接に通信することができる。
【００１３】
　図２は、ポジションロケーション機能を有する従来の移動局１２０中に含められる基本
的なコンポーネントのブロック図を示している。移動局１２０は、ＳＰＳ信号を受信する
ことと同様に、ワイヤレス通信信号を送信することおよび受信することが可能な、ワイヤ
レス通信トランシーバ２００とおよび関連するアンテナ２０２を含んでいる。モデム２０
４は、１つ（または複数）の適切なマイクロプロセッサと、１つ（または複数）のデジタ
ル信号処理プロセッサと、他の適切なハードウェア、例えば、信号を処理するための、こ
れに限定されないが、相関器バンク(correlator bank)など、とを含んでいる。パワー管
理部(Power management)２０６は、移動局１２０の様々なコンポーネントについてのパワ
ーの問題を制御する。メモリ２０８は、様々なモデムプロセスをインプリメントするため
に必要なものとしてモデム２０４に結合される。移動局１２０は、アルファニューメリッ
クキーパッド(alphanumeric keypad)、ディスプレイ、マイクロフォン、スピーカなどと
の適切なユーザインターフェースを含んでいる。
【００１４】
　移動局１２０が様々なコンポーネントを含むことができることは、当業者によって理解
されるであろう。ここにおいて説明される方法は、移動局１２０のマイクロプロセッサお
よびメモリ上で動作する適切な命令によってインプリメントされることができるが、もち
ろんそのようなインプリメンテーションだけには限定されない。
【００１５】
　移動局１２０についてのロケーション推定値は、ＵＥベースの測位モード、ＵＥ支援の
測位モード、またはネットワークベースの測位モードを使用して取得されることができる
。測位(positioning)は、ターゲット移動局の地理的ロケーションを検出し、または決定
する機能(functionality)を意味する。ＵＥベースのモードでは、移動局のロケーション
は、おそらくサービングモバイルロケーションセンタ(serving mobile location center)
（ＳＭＬＣ）からの支援データを用いて、移動局によって決定される。ＵＥ支援モードで
は、移動局のロケーションは、移動局からの支援（例えば、測定値）を用いてＳＭＬＣに
よって決定される。ネットワークベースのモードの場合、移動局のロケーションは、移動
局からのどんな特別な支援もなしに、サービングネットワークによって取得され、あるい
はサービングネットワークにすでに知られている情報に基づいて決定される。
【００１６】
　ＵＥベースのモードおよびＵＥ支援モードは、全地球測位システム（ＧＰＳ）、支援Ｇ
ＰＳ(assisted GPS)（Ａ－ＧＰＳ）、ハイブリッド、高度順方向リンク三辺測量(advance
d forward link trilateration)（Ａ－ＦＬＴ）、拡張観測時差(enhanced observed time
 difference)（Ｅ－ＯＴＤ）、観測到着時差(observed time difference of arrival)（
ＯＴＤＯＡ）など、様々な測位法を利用することができる。ネットワークベースのモード
は、アップリンク到着時刻(uplink time of arrival)（Ｕ－ＴＯＡ）、アップリンク到着
時差(uplink time difference of arrival)（Ｕ－ＴＤＯＡ）、セル－ＩＤ、拡張セル－
ＩＤなど、様々な測位法を利用することができる。１つまたは複数の測位モードについて
の複数の測位法は、組み合わせて使用されることもできる。ＧＰＳ法およびＡ－ＧＰＳ法
は、衛星測定値だけに基づいて移動局についてのロケーション推定値を導き出し、高精度
を有する。ハイブリッド法は、衛星測定値と基地局測定値の両方に基づいてロケーション
推定値を導き出し、高精度と高信頼性を有する。Ａ－ＦＬＴ法、Ｅ－ＯＴＤ法、およびＯ
ＴＤＯＡ法は、ＵＥによって行われる基地局タイミングの測定値に基づいてロケーション
推定値を導き出し、もっと中間の精度(intermediate accuracy)を有する。Ｕ－ＴＯＡ法
およびＵ－ＴＤＯＡ法は、サービングネットワークによって行われるＵＥタイミングの測
定値に基づいてロケーション推定値を導き出し、もっと中間の精度を有する。セル－ＩＤ
法および拡張セル－ＩＤ法は、セルラネットワークに基づいてロケーション推定値を導き
出し、より粗い精度(coarser accuracy)を有する。これらの様々な測位法は当技術分野に



(6) JP 2009-500967 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

おいて知られている。
【００１７】
　ここにおける方法および装置は、移動局のユーザインターフェースキーパッド(user in
terface keypad)の一部分としてユーザによって動作可能な測位キー(positioning key)を
含んでいる。一例として、測位キーは、ユーザが、現在のポジション、ポジションの履歴
、外部エンティティに対するポジションの通知、測位設定、を閲覧する(view)ために、か
つ／または、デバイスが動作するように構成されることができるロケーションベースのア
プリケーションを開始するために選択することができる、ロケーションメニューの表示を
開始することができる。
【００１８】
　さらに、測位アプリケーションは、デバイス上で動作可能な他のアプリケーション内で
、測位キーの使用をとおして、ユーザに利用される。これらの他のアプリケーションは、
ブラウザ、メール、連絡先リストまたは電話帳、写真、およびお気に入りのロケーション
を、これらに限定されないが、含むことができる。測位キーを押すことの利点は、ユーザ
が、別のアプリケーション内で動作させながら、ロケーション情報、例えば、これらに限
定されないが、地図(maps)、方向(directions)、ナビゲーションへのリンケージ(linkage
 to navigation)、他のロケーションベースの情報など、を迅速に取り出すことである。
測位キーは、ロケーションデータのインポート／エクスポート機能を開始するために使用
されることもできる。日付、時刻、ユーザの好み、連絡先リストなどのような、これらに
限定されないが、移動局に知られている情報と、インターネットウェブページ、電子メー
ルメッセージ、写真アプリケーションのような、これらに限定されないが、進行中のアプ
リケーションから得られる情報、あるいはユーザによって直接に入力される情報、とを組
み合わることにより、ユーザは、ロケーションベースのオプションのインテリジェントリ
ストを提示される。ここにおいて説明される実施形態は、本方法および装置の範囲を限定
するようには意味されておらず、むしろ、その適用可能性を明らかにするように意味され
ている。
【００１９】
　一実施形態においては、測位キーを選択することは、移動局に、そのロケーションを、
最近決定されていないのであれば決定させ、そして、ユーザのロケーション、その曜日(t
he day of the week)、時刻(time of day)、およびある種のユーザの好みを考慮に入れ、
ユーザに対してインテリジェントオプション(intelligent options)を提供させる。例え
ば、移動局が、地図を表示できるように、あるいは、現在の知られているポジションから
入力された住所へのナビゲーション指示を提供できるように、ユーザは、曜日のその時刻
に作業するようにユーザの通常の経路(route)におけるトラフィック遅延について促され
て(prompted)もよいし、あるいは、ユーザは、住所を入力するように促されてもよい。
【００２０】
　別の実施形態においては、測位キーを選択することは、ユーザに、かれらが電子メール
メッセージまたは他のタイプのメッセージの内部に含まれる住所へとナビゲートすること
を望むかどうかを促す。別の例においては、測位キーは、ユーザがブラウザ中において閲
覧しているウェブページにおいて記述される、例えば小売店などの、エンティティ(entit
y)の物理的ロケーションへのナビゲーション指示または地図を、ユーザに提供する。ある
いは、ユーザは、住所、地図、またはそのエンティティへの方向を移動局連絡先リストま
たは電話帳に保存すること、あるいはそれをユーザのお気に入りのロケーションに追加す
ること、のオプションを提示されることができる。
【００２１】
　測位キーはさらに、ショートメッセージングサービス(short messaging service)（Ｓ
ＭＳ）またはマルチメディアメッセージングサービス(multimedia messaging service)（
ＭＭＳ）を経由してロケーション情報を送信することをサポートする。上記されるブラウ
ザアプリケーションおよびメールアプリケーションと同様に、この機能は、ＳＭＳ／ＭＭ
Ｓへの、あるいはからの、ナビゲーション指示または地図作成(mapping)に直接リンケー
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ジを提供すること、および、連絡先リスト、電話帳、お気に入りのロケーション、または
他のメモリベースのアプリケーションにおいてロケーション情報を追加することまたは記
憶すること、を含む。
【００２２】
　移動局の電話帳、アドレス帳、連絡先リスト、あるいは同様なもの（ここでは総称して
「アドレス帳」と呼ばれる）を動作させながら、測位キーは、アドレス帳から、またはア
ドレス帳に、ロケーション情報をインポートすることあるいはエクスポートすること、ア
ドレス帳中におけるロケーション情報を編集することあるいはアップデートすること、ア
ドレス帳を経由して地図またはナビゲーション情報を表示すること、アドレス帳からメー
ル（電子メール、ＳＭＳ、ＭＭＳなど）によるロケーション情報を送信すること、および
、ロケーション情報をお気に入りのリストに追加すること、のオプションをサポートする
。さらに、アドレス帳は、測位キーを経由して順序づけられることができる。このオプシ
ョンにおいては、各エントリに関連したロケーション情報は、それによりエントリがソー
トされる一次フィルタとして使用される。例えば、移動局の現在のロケーションを知りな
がら、ユーザは、エントリが、ユーザのロケーションに対する距離の順序でリストアップ
されたアドレス帳を閲覧できる。
【００２３】
　一部の移動局の第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）の「プッシュトゥ
トーク」オーバセルラ("push-to-talk" over cellular)（「ＰｏＣ」）機能に関連して、
測位キーは、別の移動局の近接度インジケータ(proximity indicator)をサポートする。
それは、ＰｏＣコールが発せられるときに、プライバシー条件が満たされることを仮定し
て、ユーザのロケーション情報を送信することのオプションもサポートする。さらに、測
位キーは、ＰｏＣコールを受信するときに、この場合にもプライバシー条件が満たされる
ことを仮定して、受信する移動局がそのロケーションに反応することをサポートする。
【００２４】
　バディリストオプション(Buddy list option)、例えば、これらに限定されないが、例
えばユーザへの近さ(proximity)などのロケーションによりリストを順序づけること、－
　例えばリストの特定のメンバへの、または、からの、バディリストからのナビゲーショ
ンの指示または地図への直接リンケージ、－　例えば定義された周辺(perimeter)の範囲
内などの、ロケーションに基づいたバディグループあるいは個人に対するＰｏＣコールへ
の直接リンケージ、および、ロケーションに基づいたバディのグループあるいはメンバに
対するＳＭＳ／ＭＭＳへの直接リンケージ、は、ポジショニングキーによってサポートさ
れている。
【００２５】
　移動局の現在の位置（「マイポジション(my position)」）に関連して、ユーザは、ア
イドル状態のときに、コールを行うとき、写真を撮るとき、ＳＭＳ／ＭＭＳを送信すると
きなどに、「マイポジション」から、または「マイポジション」に対してロケーション情
報をインポートしエクスポートし、「マイポジション」に関連したロケーション情報を編
集し、「マイポジション」を経由して地図またはロケーション情報を表示し、「マイポジ
ション」からメールによって情報を送信し、ロケーション情報をお気に入りのロケーショ
ンに追加し、「マイポジション」をリフレッシュすることが、いずれにしても手作業で(m
anually)できる。
【００２６】
　多くの移動局上で一般的にインプリメントされるカレンダアプリケーションにおいては
、測位キーは、この場合にも、ミーティングロケーション、ロケーションとミーティング
ロケーションに到着するためにかかる時間とに基づいてミーティングに対してユーザに警
告するインテリジェント警告、のような、カレンダからの地図およびナビゲーション情報
への直接リンケージを提供することができ、　－　これは、現在のポジションあるいは方
向を他の出席者に送信して、トランスポーテーションタイプ(transportation type)およ
びトラフィック(traffic)の知識に基づいて拡張されることができ、　また、ミーティン
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グロケーションをお気に入りのロケーションに加えることができる。
【００２７】
　測位キーは、内蔵カメラが使用されているときに、ロケーション情報を獲得することと
；ピクチャと共にロケーション情報を記憶することと；（記憶されたロケーション情報を
有する）ピクチャ／ｍｍｓ／電子メールを閲覧するときにロケーション情報をお気に入り
のロケーションに追加することと；により、同様に写真アプリケーションと統合される。
あなたが目的地(destination)（デフォルト）または出発するポイントとして写真ロケー
ションを設定することができる（車で行く／歩いて行く）ナビゲーションに対する直接リ
ンケージと；お気に入りのロケーションにロケーション情報を追加することと：写真中の
ロケーション情報についての地図を表示することと；ｓｍｓ／ｍｍｓまたは電子メールに
より写真および地図／方向／ロケーションの情報とを送信することと；を提供することも
また可能である。
【００２８】
　お気に入りのロケーションのアプリケーション中におけるときは、ユーザは、ロケーシ
ョンが目的地（デフォルト）または出発するポイントとして設定されるナビゲーション情
報への直接リンケージと；お気に入りのロケーションからそのロケーションの地図を作成
する直接リンケージと：ナビゲートする目的地のお気に入りのロケーションについて記憶
することと：お気に入りのロケーションにおけるロケーション情報を獲得することと／編
集することと；お気に入りのロケーションからｓｍｓ／ｍｍｓによって地図／方向／ロケ
ーション情報を送信することと；が、提供される。これらの同じオプションは、同様にポ
ジション履歴アプリケーションからも提供される。
【００２９】
　ユーザの好みまたはパラメータは、ユーザによって入力され、ジオフェンシングパラメ
ータ(geofencing parameter)、典型的なスケジュール、デフォルトオプション、および同
様なものを含んでいる。
【００３０】
　ここにおいて開示される技法は、様々な手段によりインプリメントされることができる
。例えば、本技法は、ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組合せの形でインプ
リメントされることができる。ハードウェアインプリメンテーションの場合、各エンティ
ティにおいて処理を実行するために使用されるユニットは、ここにおいて説明される機能
を実行するように設計される、１つまたは複数の特定用途向け集積回路(application spe
cific integrated circuit)（ＡＳＩＣ）、デジタル信号処理プロセッサ(digital signal
 processor)（ＤＳＰ）、デジタル信号処理デバイス(digital signal processing device
)（ＤＳＰＤ）、プログラマブルロジックデバイス(programmable logic device)（ＰＬＤ
）、フィールドプログラマブルゲートアレイ(field programmable gate array)（ＦＰＧ
Ａ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子デ
バイス、他の電子ユニット、あるいはそれらの組合せの中でインプリメントされることが
できる。
【００３１】
　ソフトウェアインプリメンテーションの場合、本技法は、ここにおいて説明される機能
を実行するモジュール（例えば、プロシージャ、ファンクションなど）を用いてインプリ
メントされることができる。ソフトウェアコードは、メモリユニット（例えば、図２のメ
モリユニット２０８）に記憶され、プロセッサによって実行される。メモリユニットは、
プロセッサ内に、あるいはプロセッサの外部にインプリメントされることができる。
【００３２】
　開示される実施形態の以上の説明は、どんな当業者も本発明を作り、または使用するこ
とを可能とするように提供されている。これらの実施形態に対する様々な修正は、当業者
に容易に明らかになるであろう、そして、ここにおいて定義される包括的な原理は、本発
明の精神あるいは範囲を逸脱することなく他の実施形態に対しても適用されることができ
る。したがって、本発明は、ここにおいて示される実施形態だけに限定されるようには意
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図されておらず、ここにおいて開示される原理および新規な特徴と整合する最も広い範囲
が与えられるべきであるように意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】ワイヤレス通信システムを示す図である。
【図２】従来の移動局の中に含まれるコンポーネントの図である。

【図１】 【図２】
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