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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セクター受信可能範囲マップを作成するための方法であって、
　　ａ）１つ以上のビーコンまでの任意の擬似範囲測定と無関係である第１の
　　　サブシステムを使用して、移動端末の第１の位置を判断すること、
　　　該第１のサブシステムは衛星位置判断サブシステムである、
　　ｂ）与えられたビーコンの何れのセクターが移動端末にサービスしている
　　　かを判断すること、
　　ｃ）該与えられたビーコンの各セクターごとに、第１のサブシステムが判
　　　断する位置であって、セクターが与えられた移動端末へサービスを提供
　　　することができる位置の各々を示すセクター受信可能範囲マップを生成
　　　すること、
　ここにおいて、該与えられたビーコンに関する該セクター受信可能範囲マップは、該与
えられたビーコンが該移動端末からの信号を受信する１つのセクターと、該第１のサブシ
ステムを使用して判断された該移動端末の位置と、および該第１のサブシステムの精度よ
り低い位置判断サブシステムによって判断された該移動端末の該位置と、を関連付けるこ
とにより生成される、
　を具備する方法。
【請求項２】
　コンピユータ読み出し可能な媒体であって、端末が位置する与えられたビーコンの特定
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のセクターを判断するためのデータ構造を有しコード化されており、該データ構造が、
　　ａ）ビーコンの、特定のセクターと関係付けられた複数の位置の第１のリストであっ
て、各位置は、第１のサブシステムによって判断され、かつそこから端末が、該関係付け
られたセクターによってサービスを受けることができる位置の第１のリストと、
　　ｂ）該特定のセクターと関係付けられた複数位置の第２のリストであって、各位置は
、第１のサブシステムよりも精度の低い第２のサブシステムによって判断され、かつそこ
から端末が、該複数位置のリストと関係付けられた特定のセクターによってサービスを受
けることができる複数位置の第２のリストと、を持つコンピユータ読み出し可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位置判断に関する。とくに、本発明は、デバイスの位置を判断するときに行
われる位置判断測定の誤差推定を向上するための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人は、自分の地理的位置を知ることを常に望んできた。人の位置を判断するために、コ
ンパス、地図、六分儀、測量装置（surveying equipment）、などのようなデバイスが使
用されてきた。今日では、我々は、衛星システムの恩恵を受けており、衛星システムは、
軌道に乗って地球を周回して、地上の受信機へ情報を供給している。各受信機は、衛星に
よって供給された情報を使用して、その位置を判断することができる。１つのこのような
システムは、周知のグローバルポジショニングシステム（Global Positioning System, G
PS）である。ＧＰＳには、２４機から成る１“群（constellation）”の衛星が構成され
ていて、衛星群は、衛星間に十分な間隔をとって、軌道に乗って地球を周回している。Ｇ
ＰＳは、ＧＰＳ受信機の位置をどこからでも、大抵の受信機については１００ないし１０
メートル（の誤差）で、判断できる精度を有する。ＧＰＳ衛星群内の各衛星は、コード化
された信号を情報と共に送る。地上の受信機は、この情報により、任意の時間点を基準と
して、受信信号の到達時間を測定することができる。この相対的な到達時間の測定値を、
一般に“疑似範囲（pseudo range）”の測定値と呼ぶ。
【０００３】
　ＧＰＳは、米国国防総省（U.S. Department of Defense）が所有し、操作しているが、
世界中で一般的な用途に使用できる。簡潔にいうと、ＧＰＳは、２１機の“正規”の衛星
と、３機の予備の衛星とから構成されていて、地球上から１０，６００マイルの軌道に乗
って周回している。衛星間には、間隔が空けられているので、地球上の任意の点からの水
平線上には、少なくとも４機の衛星が位置する。各衛星には、コンピュータ、原子時計、
および無線機が構成されている。各衛星は、衛星自身の軌道に関する知識およびクロック
を使用して、移動している位置および時間を継続的に同報通信する。各衛星は、１日に１
回、地上局を使用して、時間および位置についての衛星自身の判断力（sense）を検査し
て、必要に応じて情報を補正する。地上の各ＧＰＳ受信機にはコンピュータが構成されて
いて、コンピュータは、３機の衛星からの方位を二次元の解で得ることによって、ＧＰＳ
受信機自身の位置を“三角測量で測量”する。その結果、地理的位置が求められる。この
位置は、通常は経度と緯度とで与えられる。位置判断の精度は、通常は(誤差が)１００メ
ートル以内である。受信機にディスプレイスクリーンも装備されていて、ディスプレイス
クリーン上にマップが表示されるときは、マップ上に位置を表示することができる。第４
の衛星を受信できるときは、受信機／コンピュータは、高度と地理的位置とを計算するこ
とができる。受信機が移動しているときは、受信機は、受信機の移動の速度と方向とを計
算し、推定到達時間を指定された宛先へ与えることもできる。
【０００４】
　都合の悪いことには、送信側の衛星と受信機との間の距離が比較的に大きいために、Ｇ
ＰＳ衛星からの信号は比較的に低い電力レベルで受信される。このために、信号は信号路
内の極めて小さい障害物により妨害または分散され、受信機は信号を受信できなくなる。
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例えば、大抵のＧＰＳ受信機は、建物内、密林の下、高層ビルが空のほとんどを塞いでい
る都市環境、等では、信号を受信するのが非常に困難である。したがって、ＧＰＳに代わ
って、またはＧＰＳを補助するために、他の技術が使用される。１つのこのようなシステ
ムは、一般的に、“ハイブリッド位置判断”システムと呼ばれる。
【０００５】
　ハイブリッド位置判断システムには、位置判断端末が含まれ、位置判断端末には、ＧＰ
Ｓ受信機と通信システムの受信機との両者が含まれる。このようなハイブリッド位置判断
システムの１例において、通信システムの受信機はセルラ電話の受信機である。通信シス
テム内の位置判断ビーコンは、ハイブリッド位置判断端末と通信する。
【０００６】
　ＧＰＳ衛星からの信号は、使用可能であるときは、ＧＰＳ受信機を介して、ハイブリッ
ド位置判断端末によって受信される。ハイブリッド位置判断端末は、“補助情報”を位置
判断ビーコンから通信システム受信機を介して受信する。補助情報には、ＧＰＳ衛星信号
を周波数および時間について迅速に位置付けることを可能にする情報が含まれる。さらに
加えて、通信システム信号、例えば１つ以上の位置判断ビーコンを使用して、基地局に対
する疑似範囲を判断することもできる。基地局に対する疑似範囲を、衛星に対する疑似範
囲と一緒に使用して、受信機の位置を計算する。
【０００７】
　さらに加えて、基地局は、ハイブリッド位置判断端末内の位置判断受信機へ時間基準を
与える。１つの特定のハイブリッドシステムでは、通信システムによって受信機へ与えら
れた時間基準は、ＧＰＳ時間である。しかしながら、与えられたＧＰＳ時間は、位置判断
ビーコンから位置判断受信機へＧＰＳ時間を伝える信号を伝搬するのに必要な時間量分ず
れている。このずれは、信号が通信システムの受信機から位置判断ビーコンへ、さらに再
び通信システムの受信機へ“往復”で送られるときの伝搬遅延を測定することによって判
断できる。このずれは、全往復遅延（round trip delay, RTD）の２分の１に等しい。し
かしながら、ＲＴＤへ加えられる遅延は、位置判断ビーコンが信号を受信して、再送信す
ることに関係する内遅延（internal delay）であることに注意すべきである。したがって
、位置判断ビーコンから位置判断端末へ正確なＧＰＳ時間を送るために、内遅延を判断し
て、測定されたＲＴＤから減算しなければならない。これを、しばしば位置判断ビーコン
の“較正”という。位置判断ビーコンの較正には、位置判断ビーコン内の遅延量を測定す
ることが必要である。位置判断ビーコンの較正は、時間がかかり、かつ面倒な作業である
。したがって、位置判断ビーコンの較正を必要とすることなく、ハイブリッド位置判断端
末の位置を判断できるようにする方法および装置を提供することが好都合である。
【０００８】
　通信システム内の各位置判断ビーコンの各々を較正した後でも、位置判断端末と位置判
断ビーコンとの間でとられる疑似範囲の測定値の精度は、必ずしも正確ではない。これは
、“マルチパシング（multipathing）”として知られる現象による。マルチパシングは、
信号が送信機（すなわち、位置判断ビーコン）と受信機（すなわち、位置判断端末）との
間で間接経路をとるときに発生する。間接経路とは、送信機と受信機との最短距離よりも
長い経路と定義する。マルチパシングという用語は、信号が送信機と受信機との間で２本
以上の信号路を横切ることを示す。しかしながら、これを考察するために、信号が、送信
機と受信機との間で１本のみの間接経路をとっても、その信号を依然としてマルチパシン
グ信号であるとみなす。
【０００９】
　マルチパシングは、信号が位置判断ビーコンと位置判断端末との間の距離を横切るのに
必要な時間量を増加する。この時間量の増加は、信号が、建物のような障害物からの反射
の結果として、より長い距離を移動することによる。信号が受信機に到達するのに必要な
時間量が増加すると、疑似範囲の測定値に誤差が生じる。疑似範囲の測定値の誤差により
、疑似範囲の測定値から計算される位置の誤差が生じる。
【００１０】
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　マルチパシングは、ＧＰＳ信号における問題になることがある。しかしながら、恐らく
は、信号は依然として直接経路を介して位置判断端末に到達するので、ＧＰＳ信号におけ
るマルチパシングの影響を軽減することがより簡単である。信号はＧＰＳ衛星と位置判断
端末との間では、恐らくは、２本以上の経路をとる。しかしながら、これらの経路の中の
１本の経路は、恐らくは、直接経路である。したがって、直接経路は、最初に到達する経
路であると考えられる。さらに加えて、直接経路は、通常は、より強い信号強度を有する
。対照的に、位置判断ビーコンから送られる通信信号が間接経路のみをとる可能性は、よ
り高い。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって、マルチパシングによって生じる誤差を判断することが必要である。ハイブ
リッド位置判断システムにおいてとられる疑似範囲の測定値に含まれる誤差量の推定値を
判断するための方法および装置を、これより開示することにする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本明細書において開示する方法および装置では、選択したパラメータと、疑似範囲の測
定値における誤差との間の相関を利用する。データベースを設定し、その中にビーコンに
対する特定の疑似範囲の測定値の推定誤差量を維持する。クラスタを定める。各クラスタ
は、選択したパラメータの一定の範囲の値と関係付けられている。したがって疑似範囲の
測定値は、疑似範囲の測定値をとった時間（または、その時間の前後を含む時間）におけ
る選択したパラメータ値に基づいて、特定のクラスタと関係付けられる。疑似範囲の測定
値の推定値の数が増えると、クラスタのサイズ（すなわち、選択したパラメータ値の範囲
）を小さくすることができる。選択したパラメータと疑似範囲の測定値の誤差とは相関し
ているので、クラスタのサイズを小さくすると、誤差推定値の分散が小さくなる。誤差推
定値の平均値を使用して、将来の疑似範囲の測定値の誤差を補正する。
【００１３】
　開示されている方法および装置についての１つの実施形態では、選択したパラメータは
、ビーコンに対する疑似範囲を測定する端末の位置である。その代わりに、選択したパラ
メータは、他の相関パラメータ、例えばビーコン信号の電力レベルであってもよい。デー
タベースに含まれている特定の地理的領域における誤差推定値の数は比較的に少ないので
、クラスタのサイズは、最初は比較的に大きい。しかしながら、誤差推定値の数が増える
と、クラスタのサイズを小さくすることができ、したがって（最初の）より大きいクラス
タと比較して、より小さいクラスタ内の誤差推定値の分散を小さくすることができる。
【００１４】
　１つの実施形態にしたがって、最初に、特定のビーコンに対する疑似範囲がとるべき値
を計算することによって、誤差推定値を求める。この計算は、（非常に精密な第１の位置
判断サブシステムを使用して）端末の現在の位置を判断し、これを使用して、ビーコンに
対する疑似範囲の測定値を求めることによって行なわれる。端末の位置が分かると、ビー
コンの疑似範囲の測定値を容易に計算することができ、ビーコンの位置が分かると考えら
れる。次に、精度のより低い第２の位置判断サブシステムを使用して、端末からビーコン
への疑似範囲を測定する。精度のより高い第１の位置判断サブシステムに基づいて計算し
た疑似範囲と、精度のより低い第２の位置判断サブシステムによってとった疑似範囲の測
定値との差を判断する。この差は、精度のより低い第２の位置判断サブシステムによって
とった測定値における誤差によると考えられる。
【００１５】
　したがって、データベースには、精度のより高い第１の位置判断サブシステムが使用で
きないときに、精度のより低い第２の位置判断サブシステムによってとった疑似範囲の測
定値の補正を可能にする情報が含まれている。データベースは自己生成形であって、精度
のより高い第１の位置判断サブシステムが使用可能であることに基づいて、端末の動作中
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に、データベースに必要な情報をとる。精度のより高い第１の位置判断サブシステムを使
用して、端末が位置することができる地点の数が増えると、データベース内のクラスタは
より小さくなる。クラスタがより小さくなると、データベース内に維持される誤差推定値
の分散が小さくなる。
【００１６】
　端末の位置を判断するための手段が他にあり、かつその手段が幾つかの時間または場所
において使用可能であるが、それ以外の時間または場所では使用可能でないときは、ハイ
ブリッド位置判断システム以外の位置判断システムにおいて、本明細書に開示されている
方法および装置を使用できることが分かるであろう。この場合は、上述の精度のより高い
サブシステムから位置を判断したのと同じやり方で、疑似範囲の測定値における誤差量を
判断するための基準として、端末の位置を使用する。
【００１７】
　開示されている方法および装置の１つの実施形態にしたがって、選択したパラメータが
端末の位置であるときには、反復方法を使用する。精度のより高い第１の位置判断サブシ
ステムが使用可能でなく、かつ十分な数の最初の誤差推定値がとられていると仮定すると
、反復方法では、比較的に大きいクラスタに基づく疑似範囲の補正された測定値を使用し
て、端末の位置を判断する。このやり方で端末の位置が判断されているときは、相当によ
り小さいクラスタにおいて統計上有効な数の誤差推定値が求められていると仮定すると、
この相当により小さいクラスタに基づいて、疑似範囲の補正を再び計算することができる
。
【００１８】
　本発明の特徴、目的、および長所は、後述の詳細な説明を、図面中の同じ要素を同じ参
照符号によって全体的に同定している図面と共に参照することにより、より明らかになる
であろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１には、ハイブリッド位置判断システム100が示されている。これを明らかにするた
めに、ハイブリッド位置判断システムは、第1の位置判断サブシステムのみにより、また
は第２の位置判断サブシステムと組合せて、端末105の位置を判断するシステムとして定
義する。第１の位置判断サブシステムは、第２のサブシステムから“独立”して、端末10
5の位置を判断できることが好ましい。この文脈において、“第２のサブシステムから独
立している（independent of the second sub-system）”という表現は、第２のサブシス
テムの構成要素の一部または全てが使用可能でないときは、第１のサブシステムを使用し
て、端末の位置を判断することを意味する。しかしながら、本明細書に開示されている方
法および装置についての１つの実施形態にしたがうと、第２のサブシステムの構成要素は
、第１のサブシステムの不可欠な部分である。第１のサブシステムの構成要素、または第
１のサブシステムからの情報を使用しないときは、第２のサブシステムは、位置を判断で
きるときと、できないときがあることに注意すべきである。
【００２０】
　さらに加えて、本明細書で開示されている方法および装置にしたがうハイブリッド位置
判断システムでは、少なくとも１つの“パラメータ”は、位置判断サブシステムの一方に
おける位置判断測定値の誤差の大きさに関係している。これを明らかにするために、パラ
メータは、位置判断サブシステムの一方における位置判断測定値の誤差の大きさに関係す
る変数（variable）である。例えば、位置判断端末105のパラメータには、（１）位置判
断端末105の位置、（２）位置判断端末105が受信する位置判断信号の電力量、（３）位置
判断端末105が現在位置している地理的領域内に存在する基地局の数、（４）位置判断端
末105が現在位置している地理的領域内の建物のタイプ、（５）位置判断端末105が現在位
置している地理的領域内の構造物の密度、などがある。これらの各変数は、地上の位置判
断システム内の位置判断端末によってとられた測定値の精度に影響を与えるので、位置判
断端末105のパラメータになると考えられる。しかしながら、第２のサブシステムによっ
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てとられた測定値の誤差の大きさに関係するパラメータは、第１のサブシステムによって
とられた測定値の誤差の大きさと無関係である（または、その代わりに、関係が弱い）こ
とが好ましい。
【００２１】
　２つのサブシステムが構成されているハイブリッド位置判断システムの１例では、２つ
のサブシステムの各々には、１組の送信機が構成されている。各サブシステムの送信機は
位置判断信号を送る。このようなハイブリッドシステムでは、両者のサブシステムからの
伝送は、必ずしも、同時に使用可能ではない。図１に示されている実施形態では、４つの
衛星101、３つの位置判断ビーコン103、および1つの位置判断端末105が示されている。衛
星101は、位置判断信号を送る２つのタイプの送信機の中の第１の送信機であり、第１の
サブシステムと関係付けられる。
【００２２】
　衛星101が供給する信号を、端末105が受信する。端末105が、十分な数の衛星信号の中
から信号を受信し、かつその信号から受取った情報をデコードできると仮定すると、端末
105はビーコン103から位置判断信号を受信する必要なしに、衛星101からの受信信号から
端末105の位置を判断することができる。それにも関わらず、開示されている方法および
装置についての幾つかの実施形態では、端末105は、捕捉および処理を補助するために、
ビーコン103との通信を必要とする。捕捉の補助が望まれていても、望まれていなくても
、十分な数の衛星101が捕捉されると、端末105の位置を計算するには、衛星101によって
与えられた情報で十分である。
【００２３】
　ビーコン103は、２つの位置判断サブシステムの中の第２のサブシステムの一部分であ
る。衛星101と同様に、ビーコン103が供給する信号を、端末105が受信する。開示されて
いる方法および装置についての1つの実施形態にしたがうと、端末105はビーコン103から
の信号により、衛星101からの位置判断信号を受信する必要なく、端末105自身の位置を判
断することができる。しかしながら、代わりの実施形態では、第２のサブシステムは、第
１のサブシステムの少なくとも１つの送信機が情報を供給することを要求して、端末105
の位置を判断する。端末105は、要求した各送信機から情報を受信すると、単独で、また
はビーコン103の１つからの捕捉および処理の補助を使って、位置を判断することができ
る。その代わりに、端末105の位置は、端末105から遠隔して位置するデバイス（図１には
明示されていない）によって判断することもできる。この場合に、端末105は、端末105を
判断するのに必要な情報を遠隔のデバイスへ送る。開示されている方法および装置の１つ
の実施形態では、遠隔のデバイスは、ビーコン103の１つか、またはビーコン103の1つの
中のサブシステム104である。遠隔のデバイスは、図１において“オプション”として示
されており、ビーコン103の内部に位置していても、またはビーコン103の外部に位置して
いていもよいことを強調しておく。
【００２４】
　当業者には、衛星101またはビーコン103は、図１に示されている数よりも多くても、少
なくてもよく、端末105は２つ以上あってもよいことが分かるであろう。ハイブリッド位
置判断システム100についての１つの実施形態では、衛星101はＧＰＳ衛星である。しかし
ながら、ハイブリッド位置判断システム100の代わりの実施形態では、衛星101は、他のタ
イプの送信機であって、比較的に独立していて、かつ比較的に正確な位置判断を行うこと
ができる送信機であってもよい。衛星の代わりに、例えば、正確な位置判断を行うことが
できる地上位置判断システム（例えば、ＬＯＲＡＩＮ）を使用してもよい。
【００２５】
　ハイブリッド位置判断システム100についての１つの実施形態では、ビーコン103は、セ
ルラ基地局、例えば（１）基地局トランシーバサブシステム（base station transceiver
 sub-system, BTS）、（２）基地局制御装置（base station controller, BSC）、（３）
位置判断装置（position determination equipment, PDE）である。しかしながら、他の
実施形態では、ビーコン103には、これらの構成要素のサブセットが含まれることが分か
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るであろう。さらに加えて、ビーコン103は、端末105の位置の判断を可能にする位置判断
信号を送ることができる他の送信機であってもよい。当業者には、ＰＤＥを含むビーコン
103において、ＰＤＥは、恐らくは、図１に示されている遠隔のデバイス104として働くこ
とも分かるであろう。
【００２６】
　本明細書において開示されている方法および装置にしたがうと、第１のタイプの送信機
から受信した情報を使用すると、第２のタイプの送信機から受信した情報から判断できる
位置よりも、相当により正確な位置判断を計算することができる。例えば、ＧＰＳ衛星お
よびセルラ基地局の場合に、衛星に対する測定値を使用して行った位置判断の精度は、一
般に、セルラ基地局に対する測定値を使用して行った位置判断の精度よりも高い。
【００２７】
　明らかにするために、本明細書において開示されている方法および装置は、衛星がＧＰ
Ｓ衛星であり、かつビーコンが符号分割多重アクセス（code division multiple access,
 CDMA）のセルラ基地局であるといったハイブリッド位置判断システムに関連して記載さ
れる。しかしながら、既に記載したように、本発明は、これらのシステムのユニークな特
徴に依存していない。したがって、本発明は、位置を判断するための他のシステムを使用
して構成してもよい。
【００２８】
　衛星がＧＰＳ衛星であり、かつビーコンがＣＤＭＡセルラ基地局である（ＢＳＣおよび
ＰＤＥは含まれていても、または含まれていなくてもよい）する実施形態において、衛星
101に対する“疑似範囲”の測定値ρｓ１ないしρｓ４とし、同様に、ビーコン103に対す
る疑似範囲の測定値ρｂ１ないしρｂ３とする。疑似範囲の測定値は、受信端末105と位
置判断信号の源との間の相対的な距離を表わしている。位置を判断する特定のやり方は、
本明細書に開示されている方法および装置と関連していないことに注意すべきである。し
かしながら、開示されている方法および装置についての1つの実施形態の１例として、疑
似範囲に基づく位置判断技術を記載する。疑似範囲を測定するための他の手段は周知であ
り、開示されている方法および装置を実行するのに使用してもよい。さらに加えて、疑似
範囲の測定値を必要とせずに、位置を判断するための他の手段も周知であり、この手段を
使用して、開示されている方法および装置を実行してもよい。
【００２９】
　疑似範囲の測定値は、通常は、任意の時間点と、信号が位置判断端末105に到達する時
間との間の時間差を表わしている。しかしながら、疑似範囲は、通常はメートルの単位で
与えられる。時間差を光速（メートル／秒）で乗算することによって、時間量を距離（メ
ートル）へ変換することができる。
【００３０】
　開示されている方法および装置についての１つの実施形態では、ビーコン103をＣＤＭ
Ａの基地局とし、位置判断端末は、前の任意の時間点を基準にして、ＣＤＭＡ信号の拡散
コードを構成している一連のビットの中の最初のビットを受信したときを記録する。この
一連のビットは、一般に“疑似乱数（pseudo-random noise, PN）拡散コード”と呼ばれ
る。
【００３１】
　ＣＤＭＡ通信システム内の各基地局によって送られる信号は、同じＰＮ拡散コードでコ
ード化されることに注意すべきである。しかしながら、１つの基地局から送られるコード
の最初は、他の各基地局から送られるコードの最初に対して、時間がずれている。したが
って、各ビーコン103からの受信信号における相互の相対的なタイミングを比較する前に
、これらのずれを考慮しなければならない。周知のように、これらのずれは容易に判断し
、差し引くことができる。事実、一般に、これらのずれを使用して、信号の発信元の特定
の基地局を識別する。
【００３２】
　さらに加えて、クロックの継続期間（この例では、１ミリ秒と仮定する）は、あいまい
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さを解消できるようなものでなければならないことに注意すべきである。すなわち、受信
信号と関係付けられているクロックの値が、受信信号間の１つの関係のみをユニークに識
別するように、クロックの継続期間を定めなければならない。このために、クロックの継
続期間は、各ビーコン103から送られるコードのタイミングにおけるずれを考慮して、各
ビーコン103から信号を受信する時間の差の２倍よりも相当に長くなければならない。疑
似範囲の測定は、この技術において非常によく知られていることに注意すべきである。
【００３３】
　疑似範囲の測定値がとられているビーコン103の中で、少なくとも３つのビーコン103の
位置が分かると、その疑似範囲の測定値を使用して、端末105の位置を判断することがで
きる。疑似範囲の測定値とビーコン103の位置とを、“最小二乗平均（Least Mean Square
, LMS）”プロセスと一般に呼ばれる周知のプロセスへ適用する。同様に、逆も真である
。すなわち、端末105の位置と３つのビーコン103の位置とが分かると、端末105と３つの
各ビーコン103との間の距離を使用して、端末105の位置からビーコン103の位置への疑似
範囲の値を判断することができる。
【００３４】
　本明細書において開示されている方法および装置では、ハイブリッド位置判断システム
が、しばしば、別々に求めた２組の疑似範囲の測定値を有することを利用している。一般
に、一方の組の測定値は、他方の組の測定値よりも正確になっている。したがって、端末
105の位置を判断するのに、精度のより高い組の測定値で十分であるときは、精度のより
高い組の測定値を使用して、精度のより低い組の測定値の誤差を判断することができる。
さらに加えて、特定のパラメータ（例えば、端末105の位置）と、精度のより低い組の測
定値における誤差量との間には、予測可能な関係があると判断されている。したがって、
パラメータ値と、そのパラメータと関係付けられている誤差量との両者を知ることによっ
て、精度のより低い測定値における誤差量を推定することができる。例えば、端末105の
だいたいの位置、およびその位置と誤差量との間の関係を知ることによって、精度のより
低い測定値における誤差量を推定することができる。
【００３５】
　特定のパラメータと、精度のより低い疑似範囲の測定値における誤差量との間の関係を
利用するために、本明細書において開示されている方法および装置についての1つの実施
形態にしたがって、“測定値の統計データベース（Measurement Statistics Database, M
SD）”を生成する。パラメータ値と、精度のより低い位置判断サブシステムによってとら
れた測定値の誤差量とを関係付けるのに、データベース以外の手段を使用してもよいこと
に注意すべきである。
【００３６】
　しかしながら、ＭＳＤは、パラメータ（例えば、端末105の位置）を補正係数と関係付
けて、精度のより低い疑似範囲の測定値に適用するための効果的な手段を用意している。
したがって、パラメータ値が分かっているときは、関係付けられている補正係数をＭＳＤ
から判断して、疑似範囲の測定値へ適用することができる。
【００３７】
　次の例では、本明細書において開示されている方法および装置を、問題のパラメータが
端末105の位置であって、端末105によってとられた本質的に補正されていない疑似範囲の
測定値から判断したものである場合について記載する。本明細書において開示されている
方法および装置についての1つの実施形態では、疑似範囲の測定値は完全に補正されてい
るわけではない。しかしながら、当業者には、本明細書において開示されている方法およ
び装置の技術的範囲から逸脱することなく、疑似範囲の測定値に対して若干の補正を行っ
てもよいことが明らかであろう。例えば、異なるビーコンから同一コードが送られる時間
の差によって、疑似範囲の測定値を時間のずれについて補正する。
【００３８】
　当業者には、問題のパラメータが、多数の他のパラメータの中の１つであることも分か
るであろう。端末105またはビーコン103は、問題のパラメータ値を直接に測定できること
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に注意すべできある。端末105またはビーコン103がパラメータを直接に測定することによ
り、開示されている方法および装置を、外部の源からの入力がなくても動作することがで
きる。しかしながら、外部の源、例えば端末のオペレータ、または遠隔の源から受信した
信号によって、パラメータ値を入力することができる。
【００３９】
　可能なパラメータには、（１）端末105が位置判断信号を受信するときの電力量、（２
）端末105の最も近くにある建物のタイプ、（３）端末105のほぼ付近の市街地開発の量、
（４）ビーコン103から、位置判断信号を受信することになる端末105への距離、および（
５）受信信号と既知のＰＮ拡散コードとの相関から判断される相関ピークの形状とが含ま
れるが、これらに制限される訳ではない。このリストは、単に、多数のタイプのパラメー
タ、すなわち、疑似範囲の測定値内に恐らくは含まれる誤差量を予測するのに使用される
パラメータのサンプルを少し与えているだけであることは明らかである。本発明は、ここ
に記載されているパラメータのタイプに制限されるべきではない。むしろ、本発明の開示
の技術的範囲には、第１の組の疑似範囲の測定値とは相関しているが、第２の組の疑似範
囲の測定値とは相関していない（または、その代わりに、相関の度合いがより低い）パラ
メータを使用して、第１の組の測定値の誤差量を予測することが含まれると考えられるべ
きである。
【００４０】
　ＭＳＤの生成
　図２には、ＭＳＤを生成するためのプロセスが示されている。図２は、とくに、端末10
5のだいたいの位置と、端末105によってとられた疑似範囲の測定値における予測誤差とが
関連している例に関する。
【００４１】
　最初に、精度のより高い位置判断サブシステムが使用可能であるかどうかについて判断
する（ステップ201）。使用可能であるときは、精度のより高い位置判断サブシステムか
らの測定値のみを使用することによって、端末105の地位を判断する（ステップ203）。Ｍ
ＳＤを生成するプロセスには、精度のより高い位置判断能力が使用可能であることが必要
である。精度のより高い位置判断能力が、使用可能でないときは、使用可能になるまで、
ＭＳＤを生成するプロセスをさらに進めることはできない。それにも関わらず、この場合
に、ＭＳＤが、既に十分に生成されているときは、これを使用して、精度のより低いサブ
システムにおける誤差を推定できることが分かるであろう。
【００４２】
　本明細書で開示されている方法および装置についての1つの実施形態では、端末105は、
衛星101に対する疑似範囲の測定値か、またはビーコン103に対する疑似範囲の測定値の何
れかに基づいて位置を判断する能力を有する。衛星101に対する疑似範囲の測定値は、よ
り正確である傾向がある。したがって、このような実施形態では、可能なときは、衛星10
1に対する疑似範囲を使用して、端末105の位置を判断する。代わりの実施形態では、使用
可能な衛星101の疑似範囲の数が不十分であるときは、衛星の疑似範囲の測定値を補足す
るためにだけ、ビーコンの疑似範囲を使用する。しかしながら、衛星の疑似範囲を使用す
ることは、ビーコンの疑似範囲を衛星の疑似範囲と共に使用して、端末105の位置を判断
する場合と同様に、ビーコンの疑似範囲を使用することよりも好ましい。
【００４３】
　端末105の位置は、上述と本質的に同じやり方で、ビーコン103からの疑似範囲の測定値
を基準にして、衛星101に対する疑似範囲から判断される。幾つかの要素、例えば衛星101
が頭上にあるといったときは、一般に、衛星101に対する疑似範囲の測定値の判断におけ
る精度は、ビーコン103からの疑似範囲の判断における精度よりも高くなる。衛星101から
受信した信号が直接経路上で端末105に到達する確率は、ビーコン103からの信号が端末10
5に直接に到達する確率よりも高い。信号がビーコン103から端末105へ直接に到達するの
に失敗すると、信号によってビーコン103から端末105へ伝搬される経路に沿う距離が直接
的に増加する。ビーコン103からの疑似範囲を使用するときは、追加の距離のために、端
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末105の位置の計算に誤差が生じる。
【００４４】
　精度のより高い位置判断サブシステムを使用して、端末105の位置が判断されると、ビ
ーコン103に対する疑似範囲を計算することができる（ステップ207）。特定のビーコン10
3に対する予測の疑似範囲は、端末105の位置についての知識と、ビーコン103の位置につ
いての知識とから、容易に判断できることが分かる。開示されている方法および装置につ
いての1つの実施形態では、ビーコン103に対する疑似範囲が求められると、特定の端末10
5から特定のビーコン103への予測の疑似範囲が判断される。端末が判断して、計算すると
きは、本明細書において開示されている方法および装置では、端末105はビーコン103の位
置についての知識にアクセスすると考えられる。例えば、ビーコン103がＣＤＭＡの基地
局であるシステムでは、基地局は、端末105に、端末105自身の位置に関する情報を与える
。その代わりに、端末105はデータベースを維持し、端末105はデータベースから、ビーコ
ン103から端末105への伝送の一部として受信される識別表示に基づいて、ビーコン103の
位置を得る。開示されている方法および装置についてのさらに別の実施形態では、端末10
5は、ビーコン103へ処理情報を送る。ビーコン103は、領域内のビーコンの位置について
知るか、またはアクセスする。
【００４５】
　次に、端末105は、各ビーコン103に対する疑似範囲を測定する（ステップ209）。１つ
のビーコン103と関係付けられている各測定された疑似範囲は、そのビーコン103と関係付
けられていて、かつステップ207において計算された疑似範囲と比較される（ステップ211
）。計算された疑似範囲と測定された疑似範囲との間の差は、測定された疑似範囲におけ
る誤差であると考えられる。ステップ207においてビーコンの疑似範囲を計算する前に、
ビーコン103に対する疑似範囲と衛星101に対する疑似範囲との両者を測定して、処理のた
めにビーコン103へ送ることができるのは明らかである。
【００４６】
　ビーコン103に対する測定された疑似範囲の誤差が判断されると、端末105が現在位置し
ている“クラスタ”が判断される（ステップ213）。クラスタは、多数のやり方で定義す
ることができる。好ましい実施形態にしたがうと、クラスタは、連続するパラメータ値の
組として定義される。例えば、パラメータが端末105の位置であるときは、クラスタは連
続する地理的領域である。連続するパラメータ値の組は、幾つかの誤差測定値を含むほど
、十分に大きいことが好ましい。したがって、クラスタ内において十分な数の誤差推定値
をとって、精度のより低いサブシステムによってとられたクラスタ内の任意の位置におけ
る疑似範囲の誤差の平均値を合理的な精度で計算することが好ましい。
【００４７】
　誤差推定値の数が不十分であるときは、クラスタのサイズは大きくなり、より多くの誤
差推定値が含まれる。その代わりに、統計上、十分な数の誤差推定値が求められるまで、
クラスタは未完成であるとみなす。誤差推定値の数が、２つのクラスタを支援するのに十
分なほど求められた時点で、クラスタは２つに分割される。各クラスタ内には、そのクラ
スタと関係付けられている計算された誤差平均値が、そのクラスタからとった本質的に無
限数の誤差推定値から計算される平均値を、合理的な精度で反映するのに十分な数の誤差
推定値が含まれる。連続するクラスタ内の誤差平均値が同じであるときは、誤差推定値の
数が２以上のクラスタを支援するのに十分な数があっても、これらのクラスタは結合され
る。しかしながら、開示されている方法および装置についての１つの実施形態にしたがっ
て、１つのクラスタを分割して、各クラスタが十分な数の誤差推定値を有し、かつその誤
差推定値の平均値が異なるように、２つのクラスタを生成するのであれば、クラスタを２
つに異なるように分割してもよい。
【００４８】
　各クラスタを１つのパラメータ値か、または1組のパラメータ値と関係付けることが望
ましい。端末105によって検出されるパラメータ値が、クラスタと関係付けられていると
きは、端末105は、関係付けられているクラスタ内にあると考えられる。例えば、パラメ
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ータが端末105の位置であるときは、クラスタは地理的位置の範囲と関係付けられる。端
末105がクラスタ内に位置することが検出されると、開示されている方法および装置の目
的のために、端末105はそのクラスタ内にあるとみなされる。その代わりに、問題のパラ
メータを、受信信号の電力レベルであると仮定してもよい。端末105が、受信信号が特定
のクラスタと関係付けられている電力レベルの範囲内であることを検出すると、端末105
は、関係付けられているクラスタ内であるとみなされる。
【００４９】
　パラメータと、精度のより低い位置判断サブシステムによってとられた疑似範囲の測定
値における誤差量とが相関するように、パラメータを選択する。したがって、各パラメー
タ値は、精度のより低い位置判断サブシステムによってとられた位置判断の特定の誤差値
と関係付けられる。したがって、パラメータが特定の値（または、特定の範囲の値）であ
ると端末105が記録すると、必ず、精度のより低い位置判断サブシステムによってとられ
た位置判断の誤差は特定の値（または特定の範囲の値）となる。
【００５０】
　端末105の位置が問題のパラメータである例を再び参照する。端末105の各位置は、精度
のより低い位置判断サブシステムを使用して端末105がとった位置判断の測定値における
特定の誤差量と関係付けられている。したがって、適切なパラメータとして、位置を選択
するときは、端末105の各位置は、精度のより低い位置判断サブシステムによってとられ
た位置判断の測定値における特定の誤差量と関連していなければならない。したがって、
端末が位置Ｘにあるとき、誤差量はＹである。この誤差値は、本質的に一定で、予測可能
であり、許容可能な不確実性の範囲内である。
【００５１】
　より分かり易い例として、図３および４を参照する。領域300が示されており、領域300
内には、１１箇所の位置が識別される。これらの各位置301において、疑似範囲の誤差推
定値が求められている。誤差推定値は、これらの位置301において測定された疑似範囲と
、精度のより高い位置判断サブシステムに基づく位置の知識から計算した疑似範囲との差
に基づいている。
【００５２】
　図３は、全領域300を単一クラスタとして示している図である。その理由は、領域300に
おいて最初に求められた誤差推定値の数は比較的に少ない（１１個）からである。十分な
数を構成するのに必要とされる推定値の特定の数は、特定の応用に依存することに注意す
べきである。したがって、応用に依存して、１１個よりも相当に多くても、少なくてもよ
い。図３では、ビーコン103は領域300の外部に示されているが、ビーコン103と領域との
間の位置的な関係は、本発明に関連していないことにも注意すべきであり、むしろビーコ
ン103からの信号を領域300内から受信できることに注意すべきである。
【００５３】
　時間の経過に伴って、領域300内の種々の位置302における誤差推定値が追加される。位
置400において、これらの誤差推定値が追加されると、クラスタの一部分において十分な
数の誤差推定値が得られ、クラスタをより小さいクラスタへ細分することができる。図４
には、１つのより大きいクラスタ300から細分された４つのより小さいクラスタ401、403
、405、および407が示されている。
【００５４】
　次に、各小さいクラスタ401、403、405、および407においてとられた疑似範囲の測定値
における誤差平均値を判断する。より小さいクラスタ403、405、および407の中の２つ以
上の平均値が十分に近い値であるときは、これらのクラスタを再び一緒にして、１つのク
ラスタを形成する。図５には、図４のクラスタ401、403、および407を結合して、誤差推
定値を求めた位置500が含まれるように、さらに別の新しいクラスタ501を形成した例が示
されている。したがって、比較的に簡単な形状のクラスタを使用して、比較的に複雑な形
状のクラスタを形成することができる。クラスタ内の異なる位置において求めた誤差推定
値の数がより多くなると、クラスタを再び形成する機会がより多くなる。
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【００５５】
　クラスタ内でとられる測定値の誤差量は、通常は異なる。誤差値の組は、特定のクラス
タ内の特定のビーコン103と関係付けられた配列を形成する。配列内の値は、ある範囲内
の平均値付近でばらついている。統計によって、このばらつきの範囲のサイズを特徴付け
るのには、配列の“分散”を計算するといったやり方がある。その代わりに、範囲のサイ
ズは、配列の“偏差”によって特徴付けてもよい。
【００５６】
　その代わりに、測定された疑似範囲の誤差推定値に基づいて、クラスタの境界を判断す
ることができる。この場合に、配列内に含まれる誤差推定値のばらつきは、最小化される
。クラスタ内の領域は、クラスタ内の位置判断端末105によって求められた誤差推定値の
分散が所定の範囲内であるように定められる。測定値が所定の範囲外であるときは、クラ
スタの形状を変更して、やっかいな位置を取り除く。したがって、精度のより低い位置判
断サブシステムによってとられた測定値に適用される補正を判断するときの精度が向上す
る。これは、精度のより低いサブシステムからの少なくとも1つの測定値に依存して、端
末105の位置を判断することが必要であるときに、とくに有用である。
【００５７】
　端末105が位置している特定のクラスタと関係付けられている配列に対して、新しい分
散および平均値を計算すると、古い分散および平均値は、新しい分散および平均値に入れ
替えられる（ステップ217）。分散および平均値について前の値が計算されていない場合
は、誤差自身が平均値であり、分散はゼロに等しい。クラスタと関係付けられているより
新しい各誤差値は、より古い値の配列へ入れ替えられる。本明細書において開示されてい
る方法および装置についての１つの実施形態では、ＭＳＤ内に全配列が維持されている。
その代わりに、新しい分散、平均値、および配列内の要素数のみが維持されていることも
ある。このクラスタと関係付けられている誤差の分散および平均値を更新するには、全配
列が使用可能でなければならないことに注意すべきである。その代わりに、分散、平均値
、および配列内の要素数は分かっていればよいこともある。平均値、分散、および配列内
の要素数を更新することによって、端末105はその度に測定を行ない、ＭＳＤが動的に生
成される。
【００５８】
　その代わりに、配列内の全要素の値は、ＭＳＤ内に記憶される。平均値および分散値は
、各測定後に計算するのではなく、記憶されている配列の要素から、必要に応じて、計算
することができる。開示されている方法および装置についての1つの実施形態にしたがっ
て、配列内の一定の要素に対してより大きい重要度を与えることによって、平均値および
分散を重み付けできることに注意すべきである。１つのこのような実施形態にしたがって
、より大きい重みを与えられた要素は、１つの理由のために、または別の理由のために、
より信頼できることが分かっている要素である。例えば、端末105が、比較的に弱い受信
信号に基づいて疑似範囲の測定値をとるときは、このような疑似範囲の測定値の重みは、
より強い信号からとられる他の測定値の重みと比較して低減される。
【００５９】
　さらに加えて、本明細書において開示されている方法および装置についての１つの実施
形態にしたがって、衛星の疑似範囲の測定値における誤差と、ビーコンの疑似範囲の測定
値の誤差との間には、本質的に相関がないと仮定されることに注意すべきである。したが
って、この仮定に照らして、通常は、衛星の誤差（すなわち、衛星の疑似範囲の測定値を
使用して判断された位置の誤差）により、クラスタ内における誤差の平均値が偏らされる
ことはない。しかしながら、本明細書で開示されている方法および装置についての別の実
施形態にしたがうと、このような仮定を立てられていない。
【００６０】
　図６は、別途記載するように、衛星の測定値における誤差に関する仮定がない場合に、
ＭＳＤを構築するためのプロセスを示している。
【００６１】
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　端末105は、衛星101に対する疑似範囲の測定値をとる（ステップ601）。さらに加えて
、端末は衛星の測定値が分散していることを記録する（ステップ603）。これは、測定値
には一定量の誤差が含まれているので、測定値は平均値付近のある範囲内でばらついてい
るからである。このばらつきは、衛星の測定値における誤差の分散を計算することによっ
て特徴付けられる。その代わりに、誤差をその偏差によって特徴付けることもできる。衛
星の測定値における誤差の分散（または偏差）および平均値は、通常は分かっている。一
般に、当業者にはよく知られているように、分散および平均値は、各衛星101と関係付け
られている共分散行列において与えられる。
【００６２】
　衛星の測定値と、（通常は共分散行列の形態で与えられている）衛星の測定値と関係付
けられた誤差の統計値とを、周知のＬＭＳプロセスへ供給する（ステップ604）。さらに
加えて、開示されている方法についての１つの実施形態では、ＬＭＳプロセスは、衛星の
幾何学的形状も考慮する。衛星の測定値、衛星の測定値と関係付けられている誤差の統計
値、および衛星の幾何学的形状をＬＭＳプロセスへかけて、位置判断の解を求める。位置
判断の解は、疑似範囲の測定値をとった端末105の位置を与える。さらに加えて、ＬＭＳ
プロセスにより、解の誤差量に関する誤差の統計値を示す解の共分散行列が求められる。
このような解の共分散行列は、この技術においてよく知られている。衛星から受信した信
号にはマルチパシングの誤差がないと仮定されていることによって、平均値はゼロである
と仮定される。
【００６３】
　解は、ｘ、ｙ、ｚ、およびｂで表わされ、なお、ｘ、ｙ、およびｚは、端末105と選択
された基準（例えば、地球の中心）とのデカルト座標であり、ｂは、真のＧＰＳ時間に対
する端末105内のクロックの偏りである。位置判断の解から、端末105へ位置判断信号を送
信する各ビーコン103に対する疑似範囲の測定値を推定することができる（ステップ606）
。疑似範囲の推定値を、端末105が各ビーコン103に対してとった実際の疑似範囲の測定値
と比較し（ステップ608）、その差を判断する。この差は、測定された疑似範囲における
誤差の推定値であると考えられる。さらに加えて、ビーコンの共分散行列は、解の共分散
行列から計算することができる（ステップ610）。ビーコンの共分散行列は、衛星の共分
散行列から判断されるように、衛星の疑似範囲の測定値における誤差量に基づいて、計算
された各誤差推定値の誤差量を特徴付ける。したがって、ビーコンの疑似範囲の測定値の
誤差推定値は、計算された疑似範囲が完全に正確であるという仮定に基づいている。しか
しながら、誤差の統計値は、計算された疑似範囲を求めるのに使用される衛星の測定値と
して知られている。したがって、ビーコンの疑似範囲における誤差量の推定値には誤差が
ある。誤差の推定値における誤差の統計値を、解の共分散行列から判断し、次に、それを
衛星の共分散行列から計算することができる。これは、当業者には、よく知られている方
法にしたがって行うことができる。
【００６４】
　本明細書に開示されている方法および装置についてのこの実施形態にしたがって、ＭＳ
Ｄの各エントリーをクラスタ；ビーコンのグループ；各ビーコンに対する疑似範囲の推定
値の誤差推定値の配列の平均値；およびマルチパシングによって与えられる誤差による疑
似範囲の各測定値の誤差を特徴付けるビーコンの共分散行列を関係付けることによって、
ＭＳＤを生成する（ステップ612）。その代わりに、各エントリには、関係付けられてい
るクラスタの識別、関係付けられたビーコンの識別、ビーコンに関係付けられている疑似
範囲の測定値の誤差推定値の配列、および関係付けられたビーコンについてのビーコンの
共分散行列とが含まれている。異なるエントリと関係付けられているビーコン間の共分散
は判断できないことに注意すべきである。したがって、１つのエントリと関係付けられて
いるビーコンが1つのみであるとき、そのエントリについて共分散行列を判断することは
できない。既に記載したように、本明細書に開示されている方法および装置についての１
つの実施形態にしたがって、配列の誤差推定値は、このような各推定値の信頼性にしたが
って重み付けされる。
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【００６５】
　一般に、より大きい領域量をカバーするクラスタを選択することによって、各クラスタ
内の分散は、より大きくなることが分かるであろう。これは、より大きいクラスタ内では
、分散がより大きいからである。しかしながら、クラスタが比較的に大きいときは、クラ
スタ内における分散および誤差平均値を正確に判断するのに必要なデータはより少なくな
る（したがって、平方キロメートル当りの点の数は低減する）といった長所がある。
【００６６】
　クラスタ内で特定のビーコンと関係付けられている分散および誤差平均が分かると、こ
れらの値を使用することができる。とくに、クラスタ内の端末105によって疑似範囲の測
定値がとられるときは、これらの値を使用して、特定のビーコン103に対する疑似範囲の
誤差を推定する。次にビーコンの疑似範囲の測定値における誤差推定値を使用して、測定
されたビーコンの疑似範囲を補正することができる。これは、衛星の疑似範囲の測定値が
少な過ぎるときに、とくに有益である。したがって、衛星の測定値のみに基づいて位置を
判断するのに使用可能な衛星の数が十分でないときは、ビーコン103に対する補正された
疑似範囲を使用することができる。
【００６７】
　本明細書において開示されている方法および装置では、ＭＳＤが端末105内で生成され
て、記憶されると仮定していることが分かるであろう。しかしながら、ＭＳＤは、ビーコ
ンか、または端末105から離れている他の構成要素内で生成されて、記憶されてもよい。
例えば、当業者には、端末105が疑似範囲の測定値をとることのみに責務を負うことは明
らかである。次に、これらの測定値をビーコン103へ送る。次に、ビーコン103は、既に記
載したように、ビーコン103内のデバイス104において疑似範囲の測定値を処理する。その
代わりに、デバイス104がビーコン103から離れていて、ビーコン103は疑似範囲の測定値
を遠隔のデバイス104へ伝えてもよい。次に、遠隔のデバイス104は、疑似範囲の測定値を
処理する。１つのデバイスにおいて処理の一部を行い、残りのデバイスにおいて残りの処
理を行うように、処理を分散してもよいことが分かるであろう。それでもなお、何れのデ
バイスが何れの処理を行うことに責務を負っているかに関わらず、開示されている方法は
、本質的は、上述で定義されているように実行される。
【００６８】
　既に検討したように、本発明の方法および装置では、精度のより低い位置判断サブシス
テムからの位置判断を、単一の補正ステップで補正できる手段を提供する。しかしながら
、上述のプロセスについての代わりの実施形態では、図７に示し、かつ別途記載する反復
プロセスを実行することができる。
【００６９】
　最初に、精度のより低いサブシステムを使用して、端末105の位置を判断する（ステッ
プ701）。次に、第１の比較的に大きいクラスタと関係付けられている補正係数に基づい
て、その判断を補正する（ステップ703）。第１のクラスタが意図的に比較的に大きくさ
れているのは、クラスタが小さくされているならば、端末105が何れのクラスタ内に位置
しているかを正確に判断するのが困難になるほど、精度のより低いサブシステムの最初の
位置推定値の誤差が大きいからである。第１の比較的に大きいクラスタから、補正係数を
使用して、位置を補正すると、端末105の位置は、精度がより高くなることが分かるであ
ろう。次に、第1の補正によって精度を高めると、端末105が現在位置している、クラスタ
をより小さく判断できるので、より小さいクラスタを使用して、より精密な補正係数を判
断する（ステップ705）。
【００７０】
　幾つかの時間または位置では有効であるが、それ以外では有効でない端末の位置を判断
するための手段が他にあるときは、本明細書において開示されている方法および装置をハ
イブリッド位置判断システム以外の位置判断システムに使用できることが分かるであろう
。この場合は、上述の精度のより高いサブシステムからの位置判断を使用するのと同じや
り方で、疑似範囲の測定値における誤差量を判断するための基準として、端末の位置を使
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用する。
【００７１】
　　本発明において開示されている方法についての１つの実施形態を実行するのに使用す
る装置
　図８は、本明細書において開示されている方法を実行するのに使用される端末105につ
いての1つの実施形態の簡略化されたブロック図である。端末105には、受信機501、デコ
ーダ503、相関器505、基準コード発生器507、プロセッサ509、クロック511、およびメモ
リ513が構成されている。受信機501には、通常は、従来の無線周波数フロントエンド部が
構成されていて、従来の無線周波数のフロントエンド部には、アンテナ、ダウンコンバー
タ、フィルタ、増幅器、などが含まれるが、これらの全ては周知であり、簡潔化のために
省略する。受信機501は、信号、例えば位置判断信号を受信する。受信信号は、デコーダ5
03へ入力するのに必要に応じて、ダウンコンバートされ、フィルタされ、増幅される（な
お、処理の順番は、この通りでなくてもよい）。当業者には、本明細書において開示され
ていない他の処理を、受信機501において行なってもよいが、それは本明細書において開
示されている方法および装置の新規な態様にとって、本質的に重要でないことが分かるで
あろう。
【００７２】
　受信機501からの出力は、デコーダ503へ接続される。デコーダ503は、受信信号からの
情報をデコードする。位置判断信号を受信して、デコードすると、デコーダからの出力は
、コード系列になる。（デコーダ503は）デコードされた情報により相関器505へ接続され
る。相関器505は基準コード生成器507へ接続される。基準コード生成器507が基準コード
系列を相関器505へ供給すると、相関器505は、受信したコード系列内に所定の点を識別す
ることができる。相関器505は、基準コード系列および受信コード系列が同期していると
きを示す信号を、プロセッサ509へ出力する。基準コード生成器507は、プロセッサ509へ
も接続される。基準コード系列および受信コード系列が同期すると、基準コード生成器50
7からプロセッサ509への出力により、プロセッサ509は受信コード系列のタイミングを判
断することができる。
【００７３】
　プロセッサ509は、クロック511へも接続される。クロック511は、自走形であるか、ま
たは外部のクロック基準と同期する。クロックが外部のクロック基準と同期しているとき
は、外部のクロック基準を基準にして、受信コード系列のタイミングを判断することがで
きる。プロセッサ509は、受信機501へも接続される。受信機501は、受信機501が同調する
周波数についての情報をプロセッサ509へ供給する。
【００７４】
　受信信号の１つのタイプにしたがうと、プロセッサ509は、受信したコード系列のタイ
ミングから、コード系列の送信元の特定の送信機101、103を示す情報を、信号を受信した
周波数と共に受信する。多数の相関器505を使用して、多数の信号を同時に相関させるこ
とに注意すべきである。プロセッサ509は、プロセッサ509に与えられる全情報をとり、全
受信信号の相対的なタイミング（すなわち、疑似範囲）を判断する。さらに加えて、プロ
セッサ509は、上述の疑似範囲の処理機能の全てを実行する。
【００７５】
　本明細書において開示されている方法および装置についての１つの応用では、“セクタ
ーの受信可能範囲のマップ”をより正確に生成することができる。セクターの受信可能範
囲のマップは、ビーコン103の特定のセクターが何れの地理的領域をサービスするかを示
すマップである。別々のアンテナを使用して、サーバによって送られた信号を特定の地理
的セクターへ方向付けて、その特定の地理的セクターから信号を受信するときは、ビーコ
ン103はセクターに区切られる（すなわち、複数のセクターを供給する）と言われている
。一般的に、問題のセクターは、ビーコン103から得られる本質的にパイを扇形に切り取
った形であると仮定される。セルラ基地局は、３つのこのようなセクターで構成されるこ
とが一般的であり、各セクターは、幅１２０°の重なり合っていないパイを扇形に切り取
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セクターは、通常はセクター内にないと考えられる領域との間で信号を送受信する。した
がって、セクターの受信可能範囲のマップにより、端末105とビーコン103との両者は、ビ
ーコン103の何れのセクターが端末105にサービスしているかを判断することができる。
【００７６】
　本明細書において開示されている方法および装置にしたがうと、（１）ビーコン103が
端末105から信号を受信するセクター、（２）精度のより高い位置判断サブシステムによ
って判断される端末105の位置、および（３）精度のより低い位置判断サブシステムによ
って判断される端末105の位置とを関係付けることによって、セクターの受信可能範囲の
マップを生成することができる。したがって、既に記載したように生成されるセクターの
受信可能範囲のマップを、精度のより低いサブシステムによって判断された端末の位置の
情報と共に使用して、端末にサービスしているビーコン103のセクターをより確実に求め
ることができる。これは、２以上のセクターが端末105から信号を受信するときに、とく
に有益である。これがより相当に有益であるのは、２以上のセクターが、端末105へサー
ビスを報告しているとき、および精度のより低い位置判断サブシステムによって判断され
た位置が、端末105にサービスしていることを報告している何れのセクター内にも端末105
が存在しないと判断されるときである。
【００７７】
　開示されている方法および装置についての好ましい実施形態の上述の説明は、別途記載
されている特許請求項に記載されている本発明を生成または使用できるように与えられて
いる。特許請求項において権利を主張している本発明の技術的範囲を超えて拡張せずに、
これらの実施形態の種々の変更をすることができる。したがって、本明細書において開示
されている原理は、別途記載されている特許請求項に記載されている本発明の技術的範囲
を超えて拡張することなく、開示されている方法および装置についての他の開示されてい
ない実施形態に応用できることが分かるであろう。本発明は、本明細書に示した実施形態
に制限されることを意図されていないが、別途記載されている特許請求項に一致する最も
幅広い技術的範囲に一致することを意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】開示されている方法および装置にしたがうハイブリッド位置判断システムを示す
図。
【図２】開示されている方法であって、端末のだいたいの位置と、端末によってとられた
疑似範囲の測定値における予測誤差とが関係していることを示すフローチャート。
【図３】単一のクラスタとして示されている全領域を示す図。
【図４】１つのより大きいクラスタから細分された４つのより小さいクラスタを示す図。
【図５】図４のクラスタの一部を結合して、新しいクラスタを形成した例を示す図。
【図６】衛星の測定値における誤差に関する仮定がない場合に、ＭＳＤを構築するための
プロセスを示す図。
【図７】位置判断における誤差を補正するための反復プロセスについての１つの実施形態
の簡略化したブロック図。
【図８】本明細書において開示されている方法を実行するのに使用する端末についての１
つの実施形態の簡略化したブロック図。



(17) JP 4550872 B2 2010.9.22

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(18) JP 4550872 B2 2010.9.22

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(19) JP 4550872 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(74)代理人  100075672
            弁理士　峰　隆司
(74)代理人  100095441
            弁理士　白根　俊郎
(74)代理人  100084618
            弁理士　村松　貞男
(74)代理人  100103034
            弁理士　野河　信久
(74)代理人  100119976
            弁理士　幸長　保次郎
(74)代理人  100153051
            弁理士　河野　直樹
(74)代理人  100140176
            弁理士　砂川　克
(74)代理人  100100952
            弁理士　風間　鉄也
(74)代理人  100101812
            弁理士　勝村　紘
(74)代理人  100070437
            弁理士　河井　将次
(74)代理人  100124394
            弁理士　佐藤　立志
(74)代理人  100112807
            弁理士　岡田　貴志
(74)代理人  100111073
            弁理士　堀内　美保子
(74)代理人  100134290
            弁理士　竹内　将訓
(74)代理人  100127144
            弁理士　市原　卓三
(74)代理人  100141933
            弁理士　山下　元
(72)発明者  アルキヌース・バヤノス
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１０９　サン・ディエゴ、ダイヤモンド・ストリート　
            １０３７

    審査官  石井　哲

(56)参考文献  特開平０２－０４４９２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１８６９５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２４４９６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－０７４５８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２１０５４８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｓ　　　５／００－５／１４
              Ｇ０１Ｃ　　２１／００　　　　
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

