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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】移動局の位置がネットワーク位置特定サーバに
おいて特定される方法およびシステムを提供する。
【解決手段】方法１、（ｉ）生の測定値を獲得し、（ｉ
ｉ）生の測定値と以前の生の測定値および／または推定
の組み合わせに基づいて推定を更新し、（ｉｉｉ）更新
された推定を位置特定サーバに送信する。方法２、（ｉ
）様々な時間インスタンスに複数の信号から生の測定値
を獲得し、（ｉｉ）生の測定値に基づいて推定を更新し
、（ｉｉｉ）或る共通の時間インスタンスに推定を補外
し、（ｉｉｉｉ）補外された推定を位置特定サーバに送
信する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動装置と送信機の間の距離を、前記移動装置において受信された信号の少なくとも一
部に基づいて測定すること、
　前記距離の前記測定値を、前記距離の１つまたは複数の以前の測定値と組み合わせて、
前記距離の推定をもたらすこと、および
　前記推定を、前記移動装置から位置特定サーバに送信することを備える方法。
【請求項２】
　前記距離を前記測定することは、前記受信された信号の少なくとも一部に基づいて前記
送信機までの擬似距離を算出することをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記距離を前記測定することは、前記受信された信号の強度の少なくとも一部に基づい
て前記距離を測定することをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記距離を前記測定することは、前記移動装置において測定された前記信号の強度の少
なくとも一部に基づいて前記距離を測定することをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　移動装置と、複数の送信機との間の距離を、前記移動装置において前記送信機から受信
された信号の少なくとも一部に基づいて測定すること、
　或る共通の時間インスタンスにおける移動装置と前記送信機の間の距離を推定すること
、および
　前記推定された距離を、前記移動装置から位置特定サーバに送信することを備える方法
。
【請求項６】
　前記距離を前記推定することは、
　前記移動体と、前記送信機の少なくとも１つとの間の距離の測定値を、前記距離の少な
くとも１つの以前の測定値と組み合わせて、前記距離の推定をもたらすこと、および
　前記推定を前記共通の時間インスタンスに補外することをさらに備える請求項５に記載
の方法。
【請求項７】
　前記組み合わせることは、実質的にカルマンフィルタに従って前記距離を推定すること
をさらに備える請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　移動装置の位置を推定する方法であって、
　前記移動装置において生の測定データをフィルタリングすること、
　前記フィルタリングされた測定データをネットワークサーバに送信すること、および
　前記送信された、フィルタリングされた測定データの少なくとも一部に基づいて前記ネ
ットワークサーバにおいて前記移動装置の前記位置を推定することを備える方法。
【請求項９】
　前記生の測定データは、送信機から前記移動装置までの距離の測定値を表す請求項８に
記載の方法。
【請求項１０】
　前記生の測定データは、前記移動装置において送信機から受信された信号の強度の測定
値を表す請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記生の測定データは、前記移動装置において送信機から受信された信号の伝搬遅延の
測定値を表す請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記移動装置において前記生の測定データを前記フィルタリングすることは、実質的に
カルマンフィルタに従って前記生の測定データをフィルタリングすることをさらに備える
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請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　移動装置において受信された１つまたは複数の信号の少なくとも一部に基づいて生の測
定値を獲得すること、
　前記測定値を、１つまたは複数の以前の生の測定値と組み合わせて、値の推定をもたら
すこと、および
　前記推定を、前記移動装置から位置特定サーバに送信することを備える方法。
【請求項１４】
　前記移動装置において受信された１つまたは複数の信号の少なくとも一部に基づいて前
記生の測定値を前記獲得することは、送信機までの擬似距離を測定することをさらに備え
る請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記移動装置において受信された１つまたは複数の信号の少なくとも一部に基づいて前
記生の測定値を前記獲得することは、信号往復遅延を測定することをさらに備える請求項
１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記移動装置において受信された１つまたは複数の信号の少なくとも一部に基づいて前
記生の測定値を前記獲得することは、アップリンク着信時間を測定することをさらに備え
る請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記移動装置において受信された１つまたは複数の信号の少なくとも一部に基づいて前
記生の測定値を前記獲得することは、前記移動装置において受信された少なくとも前記１
つまたは複数の信号の強度を測定することをさらに備える請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　移動装置において受信された複数の信号の少なくとも一部に基づいて複数の生の測定値
を獲得すること、
　前記生の測定値の少なくとも一部に基づいて複数の値を推定すること、および
　前記値の前記推定値を、前記移動装置から位置特定サーバに送信することを備える方法
。
【請求項１９】
　前記複数の値を前記推定することは、前記値の前記推定を或る共通の時間インスタンス
に伝播させることをさらに備える請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記複数の値を前記推定することは、
　前記生の測定値のそれぞれを、少なくとも１つの以前の生の測定値と組み合わせて、関
連する値の推定をもたらすこと、および
　前記値の前記推定を或る共通の時間インスタンスに伝播させることをさらに備える請求
項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記組み合わせることは、実質的にカルマンフィルタに従って前記関連する値を推定す
ることをさらに備える請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記推定された複数の値は、前記移動装置と、関連する複数の送信機との間の複数の推
定された距離を備える請求項１８に記載の方法。
【請求項２３】
　前記生の測定値の少なくとも１つは、前記移動装置と送信機の間の擬似距離の測定値を
備える請求項１８に記載の方法。
【請求項２４】
　前記生の測定値の少なくとも１つは、セルラー基地局から受信された信号の少なくとも
一部に基づく生の測定値を備える請求項２３に記載の方法。
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【請求項２５】
　前記生の測定値の少なくとも１つは、無線ＬＡＮアクセスポイントから受信された信号
の少なくとも一部に基づく生の測定値を備える請求項２３４に記載の方法。
【請求項２６】
　マシン可読命令が格納された記憶媒体を有し、前記マシン可読命令は、コンピューティ
ングプラットフォームによって実行された場合、前記コンピューティングプラットフォー
ムに
　移動装置と送信機の間の距離の測定値を、前記移動装置において受信された信号の少な
くとも一部に基づいて獲得させ、
　前記距離の前記測定値を、前記距離の１つまたは複数の以前の測定値と組み合わせて、
前記距離の推定させ、および
　前記推定の、前記移動装置から位置特定サーバへの送信を開始させるように適合される
物品。
【請求項２７】
　マシン可読命令が格納された記憶媒体を有し、前記マシン可読命令は、コンピューティ
ングプラットフォームによって実行された場合、前記コンピューティングプラットフォー
ムに
　移動装置と、複数の送信機との間の距離の測定値を、前記移動装置において前記送信機
から受信された信号の少なくとも一部に基づいて獲得させ、
　或る共通の時間インスタンスにおける前記移動装置と前記送信機の間の距離を推定させ
、および
　前記推定された距離の、前記移動装置から位置特定サーバへの送信を開始させるように
適合された物品。
【請求項２８】
　マシン可読命令が格納された記憶媒体を有し、前記マシン可読命令は、コンピューティ
ングプラットフォームによって実行された場合、前記コンピューティングプラットフォー
ムに
　移動装置において受信された１つまたは複数の信号の少なくとも一部に基づいて生の測
定値を獲得させ、
　前記測定値を、１つまたは複数の以前の生の測定値と組み合わせて、値の推定をもたら
させ、および
　前記推定の、前記移動装置から位置特定サーバへの送信を開始させるように適合された
物品。
【請求項２９】
　マシン可読命令が格納された記憶媒体を有し、前記マシン可読命令は、コンピューティ
ングプラットフォームによって実行された場合、前記コンピューティングプラットフォー
ムに
　移動装置において受信された複数の信号の少なくとも一部に基づいて複数の生の測定値
を獲得させ、
　前記生の測定値の少なくとも一部に基づいて複数の値を推定させ、および
　前記値の前記推定値の、前記移動装置から位置特定サーバへの送信を開始させるように
適合された物品。
【請求項３０】
　１つまたは複数の送信機から信号を受信する受信機を備える移動装置であって、
　前記移動装置と送信機の間の距離を、前記移動装置において受信された前記信号の少な
くとも１つの少なくとも一部に基づいて測定し、
　前記距離の前記測定値を、前記距離の１つまたは複数の以前の測定値と組み合わせて、
前記距離の推定をもたらし、
　前記推定を位置特定サーバに送信するように適合された移動装置。
【請求項３１】
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　複数の送信機から信号を受信する受信機を備える移動装置であって、
　前記移動装置と、前記複数の送信機との間の距離を、前記受信された信号の少なくとも
一部に基づいて測定し、
　或る共通の時間インスタンスにおける前記移動装置と前記送信機の間の距離を推定し、
　前記推定された距離を位置特定サーバに送信するように適合された移動装置。
【請求項３２】
　複数の送信機から信号を受信する受信機を備える移動装置であって、
　前記移動装置において受信された前記信号の１つまたは複数の少なくとも一部に基づい
て生の測定値を獲得し、
　前記測定値を、１つまたは複数の以前の生の測定値と組み合わせて、値の推定をもたら
し、
　前記推定の、前記移動装置から位置特定サーバへの送信を開始するように適合された移
動装置。
【請求項３３】
　複数の送信機から複数の信号を受信する受信機を備える移動装置であって、
　前記移動装置において受信された前記複数の信号の少なくとも一部に基づいて複数の生
の測定値を獲得し、
　前記生の測定値の少なくとも一部に基づいて複数の値を推定し、
　前記値の前記推定を位置特定サーバに送信するように適合された移動装置。
【請求項３４】
　位置特定サーバと、
　生の測定データをフィルタリングし、
　前記フィルタリングされた測定データを前記位置特定サーバに送信するように適合され
た移動装置とを備えるシステムであって、
　前記位置特定サーバは、前記送信された、フィルタリングされた測定データの少なくと
も一部に基づいて前記移動装置の位置を推定するように適合されるシステム。
【請求項３５】
　位置特定サーバと、
　移動装置と送信機の間の距離を、前記移動装置において受信された１つまたは複数の信
号の少なくとも一部に基づいて測定し、
　前記距離の前記測定値を、前記距離の１つまたは複数の以前の測定値と組み合わせて、
前記距離の推定をもたらし、
　前記推定を前記位置特定サーバに送信するように適合された前記移動装置とを備えるシ
ステムであって、
　前記位置特定サーバは、前記送信された推定の少なくとも一部に基づいて前記移動装置
の位置を推定するように適合されるシステム。
【請求項３６】
　位置特定サーバと、
　移動装置と、前記複数の送信機との間の距離を、前記移動装置において受信された１つ
または複数の信号の少なくとも一部に基づいて測定し、
　或る共通の時間インスタンスにおける前記移動装置と、複数の送信機との間の距離を推
定し、
　前記推定された距離を位置特定サーバに送信するように適合された前記移動装置とを備
えるシステムであって、
　前記位置特定サーバは、前記送信された、推定された距離の少なくとも一部に基づいて
前記移動装置の位置を推定するように適合されるシステム。
【請求項３７】
　位置特定サーバと、
　移動装置において受信された１つまたは複数の信号の少なくとも一部に基づいて生の測
定値を獲得し、
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　前記測定値を、１つまたは複数の以前の生の測定値と組み合わせて、値の推定をもたら
し、
　前記推定を、前記移動装置から前記位置特定サーバに送信するように適合された前記移
動装置とを備えるシステムであって、
　前記位置特定サーバは、前記送信された推定の少なくとも一部に基づいて前記移動装置
の位置を推定するように適合されるシステム。
【請求項３８】
　位置特定サーバと、
　移動装置において受信された複数の信号の少なくとも一部に基づいて複数の生の測定値
を獲得し、
　前記生の測定値の少なくとも一部に基づいて複数の値を推定し、
　前記値の前記推定を前記位置特定サーバに送信するように適合された前記移動装置とを
備えるシステムであって、
　前記位置特定サーバは、前記送信された推定の少なくとも一部に基づいて前記移動体の
位置を推定するように適合されるシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]　本明細書で開示される主題は、受信機の位置を特定するために使用されること
が可能な情報を獲得することに関する。
【背景技術】
【０００２】
（情報）
　[0002]　三辺測量などの技術が、無線セルラー網（例えば、セルラー電話網）における
装置の位置を推定するのに、通常、使用される。そのような三辺測量は、通常、移動装置
と、いくつかの基地局のいずれか１つとの間で伝送されるタイミング情報の使用の少なく
とも一部に基づく。ＣＤＭＡにおけるＡＦＬＴ（Advanced Forward Link Trilateration
）、ＧＳＭ（登録商標）におけるＥＯＴＤ（Enhanced Observed Time Difference）、ま
たはＷＣＤＭＡ（登録商標）におけるＯＴＤＯＡ（Observed Time Difference of Arriva
l）と呼ばれる１つのアプローチは、移動装置において、いくつかの基地局から送信され
た信号の着信の相対時間を測定する。これらの時間は、無線通信リンクを介して位置特定
サーバ（例えば、ＣＤＭＡにおけるＰＤＥ（Position Determination Entity）、ＧＳＭ
におけるＳＭＬＣ（Serving Mobile Location Center）など）に、通常、伝送される。こ
の場合、そのような位置特定サーバは、通常、これらの受信時間を使用して移動装置の位
置の推定を計算する。そのような基地局における送信時間は、通常、特定の時刻インスタ
ンスに同期される。代替として、これらの基地局における自走（free-running）時間基準
の間の時間関係は、知られており、同期方法として使用されることが可能である。このよ
うにして、基地局クロックは、共通の時間基準に同期されなくてもよい。その場合、基地
局の知られている位置、および受信時間が、移動装置の位置を推定するのに、通常、使用
される。
【０００３】
　[0003]　図１は、セルラー基地局１０１、１０３、および１０５からの信号の受信時間
（ＴＲ１、ＴＲ２、およびＴＲ３）が、移動セルラー電話機１１１において測定されるＡ
ＦＬＴシステムの例を示す。その場合、このタイミングデータを使用して、移動セルラー
電話機１１１の位置が推定される。そのような計算は、移動セルラー電話機１１１自体に
おいて、あるいは、移動装置によって獲得されたタイミング情報が、通信リンクを介して
位置特定サーバに伝送される場合、位置特定サーバにおいて実行されることが可能である
。通常、受信時間は、無線通信リンクを介してセルラー基地局（例えば、基地局１０１ま
たは１０３または１０５）の１つを通じて位置特定サーバ１１５に通信される。位置特定
サーバ１１５が、移動交換局１１３を介してセルラー基地局からデータを受信するように
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結合される。位置特定サーバ１１５は、基地局の位置、および／または基地局のカバレッ
ジ区域を与えるＢＳＡ（基地局アルマナック（almanac））サーバを含むことが可能であ
る。代替として、位置特定サーバとＢＳＡサーバは、互いに分離していることが可能であ
る一方で、位置特定サーバは、基地局と通信して、位置特定のために基地局アルマナック
を獲得する。移動交換局１１３が、基地局と、陸線ＰＳＴＮ（公衆交換電話網）との間で
情報（例えば、音声通信）を伝送して、情報が、移動セルラー電話機１１１と、他の電話
機（例えば、ＰＳＴＮ上の陸線電話機、または他の移動電話機）との間で伝送されること
が可能であるようにする。一部の事例では、位置特定サーバ１１５は、セルラーリンクを
介して移動交換局１１３と通信することも可能である。
【０００４】
　[0004]　ＵＴＯＡ（アップリンク着信時間）として知られる別のアプローチでは、移動
装置からの信号の受信時間が、いくつかの基地局において測定される（例えば、基地局１
０１、１０３、および１０５において行われる測定）。このことは、ＴＲ１、ＴＲ２、お
よびＴＲ３に関連する矢印を逆にすることによって、図１において例示されることが可能
である。次に、このタイミングデータが、位置特定サーバに通信されて、移動装置の位置
が推定されることが可能である。
【０００５】
　[0005]　移動装置の位置を推定する際の別の技術には、移動装置において、例えば、米
国ＧＰＳ（Global Positioning Satellite）、露国ＧＬＯＮＡＳＳシステム、および／ま
たは提案される欧州ＧａｌｉｌｅｏシステムなどのＳＰＳ（衛星測位システム）における
いくつかのＳＶ（宇宙船）から送信された信号の着信時間（別名、「擬似距離」）を測定
することがかかわる。代替として、そのような擬似距離は、擬似衛星から受信された信号
から検出されてもよい。この場合、擬似衛星は、少なくとも１つのＳＰＳからのナビゲー
ション信号と概ね同期される、Ｌバンドのキャリア信号上に変調されたＰＮ符号で符号化
された（ＳＰＳのＳＶから受信される信号の符号化と同様に）信号をブロードキャストす
る、地上ベースの送信機を、通常、含む。移動局には、移動装置による識別を許すように
、一意のＰＮが割り当てられることが可能である。擬似衛星は、例えば、トンネル、鉱山
、建物、または他の閉ざされた区域などの、軌道周回衛星からのＳＰＳ信号が、利用でき
ない可能性がある状況において、通常、役に立つ。ＳＰＳ受信機を使用して移動局の位置
を推定する方法は、完全に自律的であることが可能であり（ＳＰＳ受信機が、全く支援な
しに、移動局の位置を特定する）、あるいは支援データを供給する、または位置計算を分
かち合う無線網を利用することが可能である。
【０００６】
　[0006]　位置特定サーバにおいて移動装置の位置を推定するための特定の技術にかかわ
らず、そのような移動装置は、通常、移動装置において受信された信号から得られた生の
測定値を位置特定サーバに送信する。したがって、そのような位置特定サーバへの、その
ような生の測定データの伝送は、移動装置と位置特定サーバの間で、通常、相当なリンク
容量を使用する。位置特定サーバに測定値を送信することの他方の所産（artifact）が、
移動装置と基地局の間で無線接続を確立する必要性、およびそのような接続を確立するの
にかかる時間である。
【概要】
【０００７】
　[0007]　１つの特定の例では、方法および／またはシステムが、移動装置間の距離の測
定値を、その距離の以前の測定値と組み合わせて、その距離の測定値を得ることに向けら
れる。次に、この推定が、移動装置から位置特定サーバに送信される。しかし、このこと
は、主張される主題の或る特定の実施形態の一例に過ぎないこと、およびそのような主張
される主題は、これに関して限定されないことを理解されたい。
【０００８】
　[0008]　様々な図のすべてにわたって同様の符号が同様の部分を参照する、以下の図を
参照して、限定的でなく、網羅的でない例が、説明される。
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【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】[0009]　例示的な実施形態における無線通信網の概略図。
【図２】[0010]　或る実施形態の或る態様による、移動装置から位置特定サーバに推定を
供給するためのプロセスを示す流れ図。
【図３】[0011]　代替の例示的な実施形態による、共通の時間インスタンスが基準とされ
る移動装置から位置特定サーバに推定を供給するためのプロセスを示す流れ図。
【図４】[0012]　例示的な実施形態における位置特定サーバを含むシステムの概略図。
【図５】[0013]　例示的な実施形態による移動装置の概略図。
【図６】[0014]　或る実施形態の或る態様による、移動装置の位置を推定するために混成
アプローチを使用するネットワークのトポロジの概略図。
【図７】[0015]　代替の例による、移動装置の位置を推定するために混成アプローチを使
用するネットワークのトポロジの概略図。
【詳細な説明】
【００１０】
　[0016]　本明細書全体にわたって「一例」、「１つのフィーチャ」、「或る例」、また
は「１つのフィーチャ」について述べていることは、そのフィーチャおよび／またはその
例に関連して説明される或る特定のフィーチャ、構造、または特徴が、主張される主題の
少なくとも１つのフィーチャおよび／または例に含まれることを意味する。このため、本
明細書全体にわたる様々な箇所における「一例において」、「或る例」、「１つのフィー
チャにおいて」、または「或るフィーチャ」という句の出現は、必ずしもすべて、同一の
フィーチャおよび／または同一の例を指すわけではない。さらに、それらの特定のフィー
チャ、構造、または特徴は、１つまたは複数の例および／またはフィーチャにおいて組み
合わされることが可能である。
【００１１】
　[0017]　本明細書で説明される方法は、特定の例におけるアプリケーションに依存して
、様々な手段によって実施されることが可能である。例えば、そのような方法は、ハード
ウェアにおいて、ファームウェアにおいて、ソフトウェアにおいて、および／または以上
の組み合わせにおいて実施されることが可能である。例えば、ハードウェア実施形態では
、処理装置が、１つまたは複数のＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）、ＤＳＰ（ディジタ
ル信号プロセッサ）、ＤＳＰＤ（ディジタル信号処理デバイス）、ＰＬＤ（プログラミン
グ可能なロジックデバイス）、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレー）、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、
本明細書で説明される機能を実行するように設計された他のデバイスユニット、および／
または以上の組み合わせの内部で実施されることが可能である。
【００１２】
　[0018]　本明細書で言及される「命令」は、１つまたは複数の論理的動作を表す表現に
関する。例えば、命令は、１つまたは複数のデータオブジェクトに対して１つまたは複数
の動作を実行するためにマシンによって解釈可能であることによって、「マシン可読」で
あることが可能である。しかし、これは、単に命令の例に過ぎず、主張される主題は、こ
れに関して限定されない。別の例において、本明細書で言及される命令は、符号化された
コマンドを含むコマンドセットを有する処理回路によって実行可能である、符号化された
コマンドと関係することが可能である。そのような命令は、処理回路によって理解される
機械語の形態で符号化されることが可能である。この場合も、これらは、単に命令の例に
過ぎず、主張される主題は、これに関して限定されない。
【００１３】
　[0019]　本明細書で言及される「記憶媒体」は、１つまたは複数のマシンが認識するこ
とができる表現を保持することができる媒体と関係する。例えば、記憶媒体は、マシン可
読命令および／またはマシン可読情報を格納するための１つまたは複数の記憶媒体を備え
ることが可能である。そのような記憶装置は、例えば、磁気記憶媒体、光記憶媒体、また
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は半導体記憶媒体を含む、いくつかの媒体タイプのいずれか１つを備えることが可能であ
る。また、そのような記憶装置は、任意のタイプの長期、短期、揮発性、または不揮発性
のデバイスメモリデバイスを備えることも可能である。しかし、これらは、単に記憶媒体
の例に過ぎず、主張される主題は、これらに関して限定されない。
【００１４】
　[0020]　特に明記しない限り、以下の説明から明らかなとおり、本明細書全体にわたっ
て、「処理すること」、「算出すること」、「計算すること」、「選択すること」、「形
成すること」、「可能にすること」、「補外すること」、「探し出すこと」、「終了する
こと」、「識別すること」、「開始すること」、「検出すること」、「獲得すること」、
「ホストすること」、「更新すること」、「表現すること」、「推定すること」、「受信
すること」、「送信すること」、「特定すること」、および／または以上に類する用語な
どの用語を利用する説明は、コンピュータプラットフォームのプロセッサ、メモリ、レジ
スタ、および／または他の情報記憶装置、送信装置、受信装置、および／または表示装置
の内部の物理的な電子的量および／または磁気的量、および／または他の物理的量として
表されたデータを操作し、および／または変換する、コンピュータ、または類似した電子
コンピューティングデバイスなどの、コンピューティングプラットフォームによって実行
されることが可能なアクションおよび／またはプロセスについて述べるものと理解される
。そのようなアクションおよび／またはプロセスは、例えば、記憶媒体の中に格納された
マシン可読命令の制御下でコンピューティングプラットフォームによって実行されること
が可能である。そのようなマシン可読命令は、コンピューティングプラットフォームの一
部として含められた（例えば、処理回路の一部として含められた、またはそのような処理
回路の外部の）記憶媒体の中に格納されたソフトウェアまたはファームウェアを備えるこ
とが可能である。さらに、特に明記しない限り、流れ図を参照して、またはそれ以外で、
本明細書で説明されるプロセスは、全体として、または部分的に、そのようなコンピュー
ティングプラットフォームによって実行され、および／または制御されることも可能であ
る。
【００１５】
　[0021]　本明細書で言及される「ＳＶ」（宇宙船）は、地球の表面上の受信機に信号を
送信することができる物体と関係する。１つの特定の例では、そのようなＳＶは、静止衛
星を備えることが可能である。代替として、ＳＶは、或る軌道を回り、地上の静止した位
置に対して移動する衛星を備えることが可能である。しかし、これらは、単にＳＶの例に
過ぎず、主張される主題は、これらに関して限定されない。
【００１６】
　[0022]　本明細書で言及される「位置」は、基準点に照らした物体または物の所在に関
連する情報と関係する。この場合、例えば、そのような位置は、緯度、経度、および、オ
プションとして、高度などの地理的座標として表されることが可能である。別の例では、
そのような位置は、地球中心のＸＹＺ座標として表されることが可能である。さらに別の
例では、そのような位置は、通りのアドレス、自治体または他の政府管轄区域、郵便番号
コード、および／または以上に類するものによって表されることが可能である。しかし、
これらは、単に、位置が、特定の実施形態において、どのように表されることが可能であ
るかの例に過ぎず、主張される主題は、これらに関して限定されない。
【００１７】
　[0023]　本明細書で説明される位置特定技術は、ＷＷＡＮ（無線ワイドエリアネットワ
ーク）、ＷＬＡＮ（無線ローカルエリアネットワーク）、ＷＰＡＮ（無線パーソナルエリ
アネットワーク）などの、様々な無線通信網のために使用されることが可能である。「ネ
ットワーク」と「システム」という用語は、本明細書では互換的に使用される可能性があ
る。ＷＷＡＮは、ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）網、ＴＤＭＡ（時間分割多元接続）網、
ＦＤＭＡ（周波数分割多元接続）網、ＯＦＤＭＡ（直交周波数分割多元接続）網、ＳＣ－
ＦＤＭＡ（シングルキャリア周波数分割多元接続）網などであることが可能である。ＣＤ
ＭＡ網は、いくつかだけ無線技術を挙げると、ｃｄｍａ２０００、Ｗ－ＣＤＭＡ（登録商
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標）（広帯域ＣＤＭＡ）などの１つまたは複数のＲＡＴ（無線アクセス技術）を実施する
ことが可能である。この場合、ｃｄｍａ２０００には、ＩＳ－９５標準、ＩＳ－２０００
標準、およびＩＳ－８５６標準に準拠して実施される技術が含まれることが可能である。
ＴＤＭＡ網は、ＧＳＭ（Global System for Mobile Communications）、Ｄ－ＡＭＰＳ（D
igital Advanced Mobile Phone System）、または他の何らかのＲＡＴを実施することが
可能である。ＧＳＭおよびＷ－ＣＤＭＡは、「３ＧＰＰ（登録商標）」（3rd Generation
 Partnership Project）という名称のコンソーシアムからの文書の中で説明されている。
ｃｄｍａ２０００は、「３ＧＰＰ２」（3rd Generation Partnership Project 2）という
名称のコンソーシアムからの文書の中で説明されている。３ＧＰＰ文書および３ＧＰＰ２
文書は、公開されている。ＷＬＡＮは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｘ網を備えることが可能で
あり、ＷＰＡＮは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）網、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１５
ｘを備えることが可能である。また、本明細書で説明される、そのような位置特定技術は
、ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ、および／またはＷＰＡＮの任意の組み合わせのために使用される
ことも可能である。
【００１８】
　[0024]　１つの特定の実施形態では、移動装置の位置は、関連する送信機と、受信機と
の間の距離の近似値を備える「擬似距離」測定値の少なくとも一部に基づいて推定される
ことが可能である。そのような擬似距離測定値は、ＳＰＳ（衛星測位システム）の一部と
しての１つまたは複数のＳＶからの信号を処理することができる受信機において算出され
ることが可能である。そのようなＳＰＳは、例えば、いくつかを挙げると、ＧＰＳ（Glob
al Positioning System）、Ｇａｌｉｌｅｏ、Ｇｌｏｎａｓｓを備えることが可能であり
、あるいは将来に開発される任意のＳＰＳを備えることが可能である。一実施形態では、
擬似距離は、直線距離の単位で表されることが可能である。代替として、そのような擬似
距離は、送信機からのナビゲーション信号の送信、および受信機における、この信号の受
信に関連する伝搬遅延として表されることが可能である。しかし、これらは、特定の実施
形態において、擬似距離がどのように表されることが可能であるかの例に過ぎず、主張さ
れる主題は、これらに関して限定されない。
【００１９】
　[0025]　位置を特定するのに、衛星ナビゲーション受信機は、３つ以上の衛星までの擬
似距離測定値、ならびに送信する時点における、これらの衛星の位置を獲得することがで
きる。ＳＶの軌道パラメータを知っていると、これらの位置は、任意の時点に関して計算
されることが可能である。次に、擬似距離測定値が、信号がＳＶから受信機まで伝わる時
間に光の速度を掛けた値の少なくとも一部に基づいて算出されることが可能である。本明
細書で説明される技術は、特定の実施形態による特定の例示として、ＧＰＳタイプおよび
／またはＧａｌｉｌｅｏタイプのＳＰＳにおける位置特定の実施形態として提供されるこ
とが可能であるが、これらの技術は、他のタイプのＳＰＳに適用されることも可能である
こと、および主張される主題は、これに関して限定されないことを理解されたい。また、
ＳＰＳ衛星を参照する特定の例が、本明細書で説明されるが、そのような説明は、擬似衛
星、または衛星と擬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り得るこ
とが認められよう。前述したとおり、擬似衛星は、Ｌバンドのキャリア信号上に変調され
、ナビゲーション信号、または１つまたは複数の特定のＳＰＳと同期されることが可能な
ＰＮ符号（ＧＳＰ信号に類似した）をブロードキャストする地上ベースの送信機を備える
ことが可能である。そのような送信機には、遠隔の受信機による識別を許すように、一意
のＰＮ符号が割り当てられることが可能である。本明細書で使用される「衛星」という用
語は、擬似衛星、擬似衛星の均等物、および、場合により、その他を含むことが意図され
る。本明細書で使用される「ＳＰＳ信号」という用語は、擬似衛星、および／または擬似
衛星の均等物からのＳＰＳ様の信号を含むことが意図される。
【００２０】
　[0026]　一実施形態では、移動装置の位置は、その移動装置において受信された信号の
少なくとも一部に基づいて推定されることが可能である。この場合、そのような移動装置
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は、受信された信号に関連する特性、量、および／または特徴の生の測定値を獲得するこ
とができる受信機を備えることが可能である。特定の実施形態では、主張される主題は、
これらに関して限定されないものの、そのような測定される特性、量、および／または特
徴は、いくつかだけ例を挙げると、例えば、三辺測量において使用するためのタイミング
情報、および／またはＵＴＯＡ（アップリンク着信時間）、擬似距離測定値、伝搬遅延、
往復遅延、信号強度を備えることが可能である。
【００２１】
　[0027]　一態様では、特性、量、および／または特徴の生の測定値は、生の測定データ
として表されることが可能である。この場合、移動装置は、値の推定をもたらすように、
これらの生の測定データを処理することができる。次に、移動装置は、これらの推定され
た値を、例えば、移動装置の位置を推定する際に使用されるべき位置特定サーバに送信す
ることができる。値のそのような推定は、測定されている、基礎をなす特性、量、および
／または特徴の推定を備えることが可能である。しかし、そのような推定された値は、単
に、測定されている、そのような基礎をなす特性、量、および／または特徴から導き出さ
れることが可能な値を表すことが可能である。例えば、一実施形態では、移動装置は、送
信機から受信された信号の強度の生の測定値、および、オプションとして、その信号を送
信するのに使用された電力の知識の少なくとも一部に基づいて送信機までの距離を推定す
ることが可能である。次に、移動装置は、この推定された距離を、移動装置の位置を推定
する際に使用されるべき位置特定サーバに送信することができる。値を推定するように生
の測定データを処理し、もたらされる推定を位置特定サーバに送信することにより、位置
特定サーバ（移動装置の位置を推定する際に使用されるべき）に情報を送信するためのリ
ンク容量が、低減する可能性がある。
【００２２】
　[0028]　１つの特定の実施形態では、１つまたは複数の受信機を備える移動装置が、図
２に示されるプロセス１３０を実行することができる。そのような移動装置は、例えば、
移動電話機、ＰＤＡ（パーソナルディジタルアシスタント）、ノートブックコンピュータ
、ＰＮＤ（パーソナルナビゲーションデバイス）、ＰＭＰ（パーソナルモバイルプレーヤ
）、および／または類似物を供えることが可能である。１つまたは複数の受信機において
受信された信号の少なくとも一部に基づいてブロック１３２が、例えば、いくつかだけ例
を挙げると、受信された信号の強度の生の測定値、１つまたは複数の遠隔送信機からの信
号着信時間（例えば、絶対着信時間および／または相対着信時間）、移動装置と、１つま
たは複数の遠隔送信機との間で伝送される信号に関する信号往復遅延、および擬似距離な
どの、特性、量、および／または特徴の１つまたは複数の生の測定値を獲得することがで
きる。
【００２３】
　[0029]　或る特定の態様では、ブロック１３２で生の測定値が獲得される特性、量、お
よび／または特徴は、時とともに変化する可能性がある。したがって、プロセス１３０は
、異なる時間インスタンスにおいて同一の特性、量、および／または特徴の測定値を獲得
することが可能である。この場合、そのような複数の測定値は、例えば、所定のサイクル
で、ならびに／あるいは特定のイベントおよび／または条件に応答して、獲得されること
が可能である。しかし、これらは、特定の実施形態における特定のインスタンスにおいて
生の測定を行うことのタイミングの例に過ぎず、主張される主題は、これに関して限定さ
れない。また、ブロック１３２で獲得される測定値は、ランダムな雑音が存在する状態で
獲得される可能性もある。したがって、異なる時点で獲得された同一の特性、量、および
／または特徴の測定値の違いは、その特性、量、および／または特徴の実際の変化に帰せ
られることも、測定雑音に帰せられることも、その両方に帰せられることも可能である。
【００２４】
　[0030]　位置特定サーバに生の測定データを送信する代わりに、移動装置は、以前に獲
得された生の測定値、および／または値の推定と組み合わされた、最新で獲得された生の
測定値の少なくとも一部に基づいて測定された特性、量、および／または特徴の推定値を
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供給することができる。この場合、ブロック１３４は、ブロック１３２で獲得された特性
、量、および／または特徴の生の測定値を、以前に獲得された生の測定値、および／また
は値の推定と組み合わせることが可能である。一実施形態では、ブロック１３４は、異な
る時点で獲得された特性、量、および／または特徴の一連の生の測定値にフィルタを適用
することを、例えば、これらの測定値の加重和を計算することによって、行うことができ
る。この場合、そのようなプロセスは、「フィルタリングされた測定データ」を備える、
測定された特性、量、および／または特徴の推定を生成することが可能である。１つの特
定の例では、ブロック１３４が、ブロック１３２で獲得された生の測定値の少なくとも一
部に基づいてカルマンフィルタを適用して、値の以前の推定を更新することが可能である
。しかし、これらは、単に、或る特定の実施形態において、生の測定値が、以前に獲得さ
れた生の測定値、および／または値の推定とどのように組み合わされることが可能である
かの例に過ぎず、主張される主題は、これに関して限定されない。
【００２５】
　[0031]　一実施形態では、ブロック１３４は、測定された特性、量、および／または特
徴に関連する変化率、および／または値の推定の変化率を推定することが可能である。生
の測定値が送信機（例えば、ＳＰＳの一部としての）までの擬似距離を備える或る特定の
例では、そのような推定される変化率は、例えば、擬似距離率を備えることが可能である
。生の測定値が、基地局から送信された信号の相対着信時間および／または信号伝搬遅延
を備える別の例では、変化率のそのような推定は、そのような相対着信時間および／また
は伝搬遅延の予期される変化率を備えることが可能である。しかし、これらは、単に、ブ
ロック１３４が、測定された特性、量、および／または特徴に関連する変化率をどのよう
に推定することができるかの例に過ぎない。
【００２６】
　[0032]　或る特定の実施形態では、ブロック１３４は、推定される値の品質、および推
定される値の変化率の品質を算出することもできる。これらの品質測度は、推定される値
、および推定される値の変化率と同一の単位で表現されることが可能である。擬似距離、
および擬似距離率の場合に関して、これらの品質測度は、メートル単位、およびメートル
／秒単位で表現される。これらの品質測度は、誤差推定であり、位置特定サーバによって
、移動装置の位置、および移動装置の位置の変化率を計算するのに使用されることが可能
である。
【００２７】
　[0033]　一例では、主張される主題は、これに関して限定されないものの、ブロック１
３４は、値の更新された推定を、或る特定の時間インスタンスに補外することが可能であ
る。そのような補外された推定は、以下のとおり、式（１）に従って計算されることが可
能な、将来における値の予測を備えることが可能である。すなわち、
【数１】

【００２８】
ただし
【数２】

【数３】
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【数４】

【００２９】
　[0034]　代替として、ブロック１３４は、以下のとおり、式（２）に従って計算される
ことが可能な、過去の時間インスタンスに推定を補外することが可能である。

【数５】

【００３０】
ただし、

【数６】

【００３１】
は、過去の時刻ｔへの値ｘの推定の補外を表す。
【００３２】
　[0035]　最後に、ブロック１３６が、ブロック１３４で算出された推定を、例えば、こ
れらの推定を含む１つまたは複数のメッセージを、無線通信リンクを介して送信すること
によって、位置特定サーバに送信することが可能である。すると、位置特定サーバは、受
信された推定を処理して、例えば、前述した技術の１つまたは複数を使用して、移動装置
の位置を推定することが可能である。位置特定サーバへの伝送に先立って、移動装置にお
いて生の測定データを処理することにより、無線リンクを介して生の測定データを送信す
る必要性が低減されて、サービス通信事業者が、位置特定を引き続きサポートしながら、
無線リンク負荷を減らすことを許す。このことは、移動装置の位置が、定期的に、または
イベントによってトリガされた際に特定される、追跡アプリケーションに特に有用である
。
【００３３】
　[0036]　ブロック１３６は、ブロック１３４で算出された推定を、いくつかの技術のい
ずれか１つを使用して位置特定サーバに送信することが可能である。１つの特定の例では
、そのような推定は、データチャネルを介して、基地局に至る地上無線通信リンクにおい
て送信されることが可能である。この場合、例えば、そのような推定は、例えば、移動体
インターネットプロトコルに準拠して位置特定サーバにアドレス指定されたデータパケッ
トのペイロードの中で伝送されることが可能である。代替として、これらの推定は、コネ
クション型サービスの場合と同様に専用回線を介して、またはコネクションレス型サービ
スの場合と同様にパケット交換伝送を介して送信されてもよい。任意のディジタル無線通
信チャネルまたはアナログ無線通信チャネルを使用して、移動装置と、対応する基地局と
の間で、これらの測定値が伝送されることが可能であることに留意されたい。しかし、こ
れらは、単に、特定の実施形態において、地上無線通信リンクを介して、値の推定がどの
ように伝送されることが可能であるかの例に過ぎず、主張される主題は、これに関して限
定されない。
【００３４】
　[0037]　前述したとおり、移動装置から受信された推定を使用して、次に、位置特定サ
ーバは、移動装置の位置の推定を計算することができる。移動装置から受信された推定を
使用して、位置のそのような推定を計算することに加えて、位置特定サーバは、例えば、
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送信機（例えば、ＳＰＳ衛星、セルラー基地局、およびＷＬＡＮアクセスポイント）の知
られている位置、いくつかだけ挙げると、傾斜角、周波数、セクタ構成、順方向リンク時
間遅延などの、基地局に関連する様々なパラメータ、到来角測定、送信機に関連する送信
電力、セル識別情報、信号ＲＴＤ（往復遅延）、ＲＴＴ（往復時間）、ＲＳＳＩ（信号強
度）、および信号強度パターンマッチングに関する信号強度データベース、タイムアドバ
ンス、および／または以上に類する情報などの、ネットワークにおいて利用可能な他の情
報を使用することもできる。しかし、これらは、単に、位置特定サーバが、位置推定を計
算するために、移動装置から受信される値の推定に加えて、使用することができる様々な
タイプの情報の例に過ぎず、主張される主題は、これに関して限定されない。
【００３５】
　[0038]　一実施形態では、移動装置は、複数の特性、量、および／または特徴の生の測
定値を獲得することができる。１つの特定の例では、移動装置は、ＳＰＳにおける複数の
ＳＶまでの擬似距離測定値を獲得することができる。また、移動装置は、異なる時点にお
いて異なる特性、量、および／または特徴の、そのような生の測定値を獲得することもで
きる。図３に示されるプロセス１５０に示されるとおり、そのような異なる特性、量、お
よび／または特徴の推定は、位置特定サーバへの送信に先立って、或る共通の時間インス
タンスを基準とすることが可能である。
【００３６】
　[0039]　ブロック１５２で、移動装置が、関連する異なる時点で複数の特性、量、およ
び／または特徴の測定値を獲得することが可能である。ＳＰＳにおける複数のＳＶまでの
擬似距離測定値を獲得するという特定の例を続けると、移動装置は、ブロック１５２で、
第１のそのような擬似距離測定値を獲得し、第１の時間インスタンスに、図２を参照して
前述したとおり、この擬似距離の関連する推定を更新することができる。次に、移動装置
は、第１の時間インスタンスより後の第２の時間インスタンスに、第２のそのような擬似
距離測定値を獲得することができる。一実施形態では、ブロック１５４で算出された擬似
距離の更新された推定の送信に先立って、ブロック１５６は、これらの更新された推定の
１つまたは複数を補外して、複数の擬似距離の推定が、或る共通の時間インスタンスを基
準とするようにすることができる。或る特定の例では、ブロック１５２は、関連する時刻
ｔ１ないしｔｎにおける送信機１ないしｎまでの生の擬似距離を、Ｒ１（ｔ１）ないしＲ

ｎ（ｔｎ）として獲得することが可能である一方で、ブロック１５４は、擬似距離の推定
を、
【数７】

【００３７】
ないし
【数８】

【００３８】
として更新する。この場合、ブロック１５６は、

【数９】

【００３９】
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ないし
【数１０】

【００４０】
を、以下のとおり、或る共通の時間インスタンスｔｉに補外することができ、ただし、ｔ

１＜ｔｉ＜ｔｎである。すなわち、

【数１１】

【００４１】
ただし、

【数１２】

【００４２】
かつ

【数１３】

【００４３】
　[0040]　ブロック１５６で、或る共通の時間インスタンスに値の推定を補外すると、ブ
ロック１５８が、そのような補外されたインスタンスをひとまとめにして、前述したとお
り、さらなる処理のために、例えば、移動装置の位置の推定を算出するように位置特定サ
ーバに送信することが可能である。移動装置において、そのような値を補外することによ
って、データリンク要件が、さらに軽減されることが可能である。別の例では、補外され
た
【数１４】

【００４４】
ないし
【数１５】
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【００４５】
が平均されて、平均の推定された擬似距離だけが、サーバに送信されて、データリンク要
件をさらに低減するようになることが可能である。
【００４６】
　[0041]　代替として、移動装置が、推定された擬似距離
【数１６】

【００４７】
ないし
【数１７】

【００４８】
をまず、フィルタリングして、その後、フィルタリングされた擬似距離を位置特定サーバ
に転送してもよい。一例として、相補フィルタが、以下のとおり使用されることが可能で
ある。すなわち、
【数１８】

【００４９】
ただし、
【数１９】

【００５０】
擬似距離をフィルタリングするのに使用される重みは、フィルタカウント（フィルタの時
定数またはメモリを表す）、および／または現在の擬似距離推定
【数２０】

【００５１】
および以前の推定
【数２１】

【００５２】
に関連する誤差推定に基づくことが可能である。他のよく知られたフィルタリング技術が
、使用されることも可能であり、カルマンフィルタが、そのようなフィルタリング技術の
１つであることに留意されたい。
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【００５３】
　[0042]　位置推定システムの一部の実施形態では、擬似距離測定を獲得するための１つ
または複数の衛星からのＳＰＳ信号は、見えるようになったり、見えなくなったりするこ
とが可能であり、あるいは、それ以外で、例えば、マルチパスや妨害（blockage）などの
環境上の影響により、検出不能である可能性がある。しかし、前述した技術を使用して、
或る特定の衛星から獲得された擬似距離測定値が、その特定の衛星からのＳＰＳ信号が検
出不能である時点に補外されることが可能であることに注目されたい。或る特定の実施形
態では、そのような擬似距離測定値は、例えば、その擬似距離測定値が、現在、検出可能
なＳＰＳから得られたか、または過去に獲得されたＳＰＳ信号から補外された擬似距離測
定値から得られたかに基づいて重みを付けられることが可能である。この場合、例えば、
そのような現在、検出可能なＳＰＳ信号から得られた擬似距離測定値は、過去から補外さ
れた擬似距離測定値と比べて、より大きい重みが付けられることが可能である（例えば、
より小さい分散の関連付けによって）。１つの特定の例では、主張される主題は、これに
関して限定されないものの、擬似距離測定値は、例えば、暦表および／またはアルマナッ
クのデータおよび時間を含む支援データを使用して補外されることが可能である。
【００５４】
　[0043]　上述のように、擬似距離は、カルマンフィルタを使用するプロセス１５０にお
いて推定されることが可能である。他の実施形態、ブロック１３４は、単に、異なる時間
インスタンスに測定されたＳＶまでの擬似距離を組み合わせることによって、擬似距離を
推定することができる。一例では、異なる時点で獲得されたＳＶまでの複数の擬似距離測
定値が、単に平均されて、そのＳＶまでの擬似距離が推定されることが可能である。代替
として、擬似距離測定値のそのような組み合わせは、異なるインスタンスに得られた擬似
距離測定値の加重平均を備えることが可能である。１つの特定の実施形態では、そのよう
な擬似距離測定値は、その擬似距離測定値が、いつ得られたかに応じて、重みを付けられ
ることが可能である（例えば、最も新しく獲得された擬似距離測定値に、最も大きい重み
が付けられるのに対して、より古い測定値には、より小さい重みが与えられる）。別の特
定の実施形態では、そのような擬似距離測定値は、その擬似距離測定値が得られた際の信
号強度に応じて、重みを付けられることが可能である（例えば、最高の信号強度を有する
信号から得られた擬似距離測定値に、最も大きい重みが付けられるのに対して、より低い
信号強度を有する信号から得られた測定値には、より小さい重みが与えられる）。代替と
して、そのような擬似距離測定値は、その擬似距離測定値が得られた際のマルチパスの感
知された存在に応じて、重みを付けられることが可能である（例えば、感知された低いマ
ルチパスの環境における信号から得られた擬似距離測定値に、最も大きい重みが付けられ
るのに対して、感知された高いマルチパスの環境における信号から得られた測定値には、
より小さい重みが与えられる）。
【００５５】
　[0044]　また、上述の説明は、ブロック１５２で獲得される生の測定値が、送信機まで
の擬似距離測定値を備える或る特定の実施形態へのプロセス１５０の応用例を例示する。
しかし、プロセス１５２は、例えば、受信される信号の強度、１つまたは複数の送信機か
らの信号着信時間（例えば、絶対着信時間および／または相対着信時間）、移動装置と、
１つまたは複数の遠隔送信機との間で伝送される信号に関する信号往復遅延などの他の値
の推定を、或る共通の時間インスタンスに補外することに適用されることも可能であるこ
とを理解されたい。さらに、プロセス１５０は、様々なタイプの特性、量、および／また
は特徴の生の測定値から導き出された値の推定の組み合わせから、移動装置の位置を推定
する混成アプローチに適用されることも可能である。或る特定の例では、例示の目的で、
様々なタイプの特性、量、および／または特徴からの、そのような生の測定値は、少なく
とも１つの送信機までの擬似距離測定値、および他の少なくとも１つの送信機から受信さ
れた信号の強度を備えることが可能である。この場合、例えば、擬似距離の推定、および
信号の強度は、ブロック１５８で位置特定サーバに送信するのに先立って、ブロック１５
６で、或る共通の時間インスタンスに補外されることが可能である。



(18) JP 2017-198681 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

【００５６】
　[0045]　図４は、或る特定の実施形態における無線通信リンクを介して移動装置と通信
するように適合されたコンピューティングプラットフォームの概略図である。一態様では
、サーバ２０１が、移動装置内のＳＰＳ受信機に、ドップラー、アルマナック、暦表、衛
星時間および／またはその他の衛星支援データなどの支援データを供給することが可能で
ある。さらに、または代替として、サーバ２０１は、そのような移動装置の位置を、例え
ば、前述のプロセス１３０または１５０に従って算出された、例えば、値の推定などの、
移動装置から受信された情報の少なくとも一部に基づいて推定するように適合された位置
特定サーバを備えることが可能である。次に、移動装置の位置のそのような推定が、例え
ば、基地局、アプリケーションサーバ、位置特定サーバゲートウェイ、またはその他のシ
ステムに転送されることが可能である。サーバ２０１は、サーバ２０１をいくつかの他の
ネットワークに結合する、モデムまたはネットワークインターフェースなどの通信装置２
１２を備える。そのような他のネットワークには、例えば、１つまたは複数のイントラネ
ット、セルラー交換局もしくは複数のセルラー交換局２２５、陸上電話システムスイッチ
２２３、ＰＤＳＮ（パケットデータ交換ノード）を有するパケット交換網、ＩＰ網、セル
ラー基地局（図示せず）、ＳＰＳ受信機２２７、および／またはその他のプロセッサまた
は位置特定サーバ２２１が含まれることが可能である。
【００５７】
　[0046]　１つの特定の実施形態では、複数のセルラー基地局が、少なくとも１つの移動
交換局に結合されながら、関連する無線カバレッジを有する或る地理的区域を範囲に含む
ように構成されることが可能である（例えば、図１、および関連する上述の説明）。この
ため、複数の基地局が、地理的に分散しているが、そのような移動交換局によって一緒に
結合されることが可能である。ネットワーク２２０が、当業者に知られている技術を使用
して、移動装置の位置を推定する際に使用するためのＳＰＳ暦表データを供給する基準Ｓ
ＰＳ受信機のネットワークに接続されることが可能である。また、ネットワーク２２０は
、「９１１」電話呼出に応答するパブリックセイフティアンサリングポイント（Public S
afety Answering Point）などの緊急時オペレータによって運用される他のコンピュータ
システムに接続されることも可能である。
【００５８】
　[0047]　サーバ２０１は、バス２０２によってマイクロプロセッサ２０３およびＲＯＭ
２０７および揮発性ＲＡＭ２０５および不揮発性メモリ２０６に結合されたバス２０２を
備える。バス２０２は、当技術分野でよく知られているとおり、様々なブリッジ、コント
ローラ、および／またはアダプタを介して互いに接続された１つまたは複数のバスを含む
ことが可能である。特定の実施形態では、位置特定サーバ２０１は、サーバ２０１の動作
を、人間による支援なしに自動的に実行することができることを理解されたい。しかし、
代替として、位置特定サーバ２０１の動作は、キーボード、およびその他の入出力装置か
ら入出力コントローラ２０９において受信された人間による入力によって、またはそのよ
うな入力に応答して制御されてもよい。
【００５９】
　[0048]　図４は、或る特定の実施形態による例として、コンピューティングプラットフ
ォームの様々な構成要素を示すこと、および主張される主題は、これに関して限定されな
いことを理解されたい。また、より少ない構成要素、または、場合により、より多くの構
成要素を有するネットワークコンピュータまたは他のコンピューティングプラットフォー
ムが、位置特定サーバおよび／またはＰＤＥ（位置特定エンティティ）の役割をすること
も可能であることも、認められよう。以上に特定された機能に加えて、一部の実施形態で
は、位置特定サーバの機能を実行するコンピューティングプラットフォームは、例えば、
セルラー交換、メッセージングサービスなどの、他の機能を実行することも可能である。
これらの事例では、図４に示されるいくつかの構成要素、またはすべての構成要素が、複
数の機能の間で共用されることが可能である。
【００６０】
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　[0049]　上述のように、本明細書に記載のプロセス、技術、方法および／または類似物
は、記憶媒体に格納されたマシン可読命令を実行するように適合されたコンピューティン
グプラットフォームによって少なくとも部分的に実行されることが可能である。或る特定
の実施形態において、そのようなマシン可読命令は、ＲＯＭ２０７、揮発性ＲＡＭ２０５
、不揮発性メモリ２０６、キャッシュ２０４、または遠隔記憶装置などのメモリの中に格
納されることが可能であり、プロセッサ２０３による実行のために適合されることが可能
である。代替として、プロセス、技術、および／または方法の諸部分が、マシン可読命令
の実行と組み合わされて、配線（hardwired）回路によって、少なくとも部分的に実行さ
れてもよい。
【００６１】
　[0050]　図５は、１つの特定の実施形態における移動装置３１０の概略図である。移動
装置３１０は、ＳＰＳ衛星から受信された信号を処理し（例えば、擬似距離測定値を算出
するために）、地上無線通信リンク３５０および３６０を介して他の装置と通信するよう
に適合された受信機３０５を含む。この場合、地上無線通信リンク３５０および３６０は
、移動装置３１０と、セルラー基地局３５２（通信アンテナ３５１を有する）またはＷＬ
ＡＮアクセスポイント３６２（通信アンテナ３６１を有する）との間で情報を伝送する無
線周波数通信リンクを備えることが可能である。図５は、様々なタイプの無線アクセスポ
イントから（例えば、無線ＬＡＮに関するアクセスポイント３６２から、さらにセルラー
電話サービスに関する基地局３５２から）信号を受信するために単一の通信アンテナ３１
１を使用する実施形態を示すものの、受信機３０５は、他の実施形態において、異なる無
線インターフェースの信号を受信するために、別個の、異種のアンテナ（図示せず）を使
用してもよい。さらに、代替の実施形態では、移動装置３１０は、異なる無線インターフ
ェースにおいて受信される無線信号の少なくとも部分的な処理のために、別個の、異種の
構成要素を使用してもよく、異なる無線インターフェースにおいて受信される、そのよう
な無線信号の処理の際に、いくつかの構成要素を共用しても、共用しなくてもよい。例え
ば、移動装置３１０は、ベースバンド処理のためにデータ処理リソースを共有しながら、
異なる無線インターフェースにおいて受信されるＲＦ信号を処理するために別々の回路を
有する複合受信機を備えることが可能である。以上の説明から、様々な組み合わせ、およ
び複合受信機の変種が、当業者には明白となり、主張される主題は、これに関して限定さ
れない。
【００６２】
　[0051]　移動装置３１０は、特定の実施形態で単に、複合ＳＰＳ受信機、ならびに通信
受信機および通信送信機の例に過ぎず、主張される主題は、これに関して限定されない。
代替として、移動装置３１０は、異なる無線網および／または異なる無線インターフェー
スに関して複数の受信機、および複数の送信機を使用してもよい。例えば、移動装置３１
０は、セルラー電話信号を受信するため、および／または送信するためのトランシーバ部
分と、Ｗｉ－Ｆｉ信号を受信するため、および／または送信するための別のトランシーバ
部分とを備えることが可能である。
【００６３】
　[0052]　移動装置３１０は、受信機３０５とＳＰＳアンテナ３０１の中間に結合された
獲得－追跡回路３２１を含むＳＰＳ受信段（receiver stage）を備える。この場合、ＳＰ
Ｓ信号（例えば、衛星３０３から送信された信号３７０）は、ＳＰＳアンテナ３０１を介
して獲得－追跡回路３２１において受信されることが可能である。次に、獲得－追跡回路
３２１は、受信された様々な衛星に関するＰＮ（擬似ランダム雑音）符号を獲得すること
ができる。回路３２１によってもたらされるデータ（例えば、相関指標）が、ＳＰＳ擬似
距離の算出のためにプロセッサ３３３によって処理されることが可能である。
【００６４】
　[0053]　トランシーバ３０５は、通信アンテナ３１１とトランシーバ３０５の間で通信
信号（例えば、ＲＦ信号）をルーティングするように適合された送信／受信スイッチ３３
１を備える。代替として、帯域分割フィルタ、つまり、「デュプレクサ」が、通信アンテ
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ナ３１１とトランシーバ３０５の間で通信信号をルーティングするために使用されてもよ
い。通信アンテナ３１１において受信され、通信受信機３３２において処理された信号の
中の情報が、プロセッサ３３３において処理されることが可能である。同様に、プロセッ
サ３３３が、変調器３３４および周波数変換器３３５を介して、地上無線通信リンク３５
０および３６０を介する情報の伝送を開始することが可能である。電力増幅器３３６が、
基地局３５２に（または無線ＬＡＮアクセスポイント３６２に）送信するために適切なレ
ベルに、信号を設定することが可能である。
【００６５】
　[0054]　一実施形態では、通信トランシーバセクション３０５が、通信（例えば、通信
リンク３５０および３６０を介する）のために、いくつかの異なる無線インターフェース
（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＵＷＢ、ＴＤ－Ｓ
ＣＤＭＡ、ＩＤＥＮ、ＨＤＲ、ＴＤＭＡ、ＧＳＭ、ＣＤＭＡ、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＵＭＴＳ、
または他の類似したネットワーク）とともに使用されることが可能であり得る。この場合
、例えば、通信トランシーバセクション３０５は、情報を通信するために１つの無線イン
ターフェースとともに使用されることが可能であり、さらに、例えば、ＳＰＳによって送
信されたナビゲーション信号を処理し、タイミング指標（例えば、タイミングフレームま
たはシステム時間）を抽出し、および／または局部発振器（図示せず）を較正するように
、他の無線インターフェースに従って信号を処理することができる可能性がある。
【００６６】
　[0055]　一実施形態では、移動装置３１０は、アンテナ３０１および／または３１１に
おいて受信された情報の少なくとも一部に基づいて１つまたは複数の特性、量、および／
または特徴の測定値を獲得することができる。この場合も、そのような特性、量、および
／または特徴は、例えば、擬似距離、受信される信号の強度、１つまたは複数の遠隔送信
機からの信号着信時間（例えば、絶対着信時間および／または相対着信時間）、信号伝搬
遅延、移動装置と、１つまたは複数の遠隔送信機との間で伝送される信号に関する信号往
復遅延を備えることが可能である。代替として、これらの信号は、他の移動装置に送信さ
れる、さらに／または他の移動装置から受信されることも可能である。上述のように、移
動装置３１０は、次に特性、量、および／または特徴の生の測定値の少なくとも一部に基
づいて、値の推定を地上無線通信リンク３５０および／または３６０を介して位置特定サ
ーバ（図示せず）に伝送する。次に、そのような位置特定サーバが、そのような推定、お
よび他の情報（例えば、ＳＰＳ受信機、および／またはそのようなデータの他のソースか
ら受信された衛星軌道データ（暦表データなどの））の少なくとも一部に基づいて移動装
置３１０の位置を推定することが可能である。この場合も、移動装置３１０の位置のその
ような推定は、次に、例えば、移動装置３１０に、または他の遠隔ロケーションに送り返
されることが可能である。
【００６７】
　[0056]　上述の特定の実施形態では、移動装置３１０は、例えば、セルラー電話機、パ
ーソナルディジタルアシスタント、ポータブルパーソナルコンピュータ、および／または
類似物などの、いくつかのポータブル装置のいずれか１つを備える、またはそのような装
置のいずれか１つに結合されることが可能である。しかし、これらは、単に、無線通信リ
ンクを介して通信することができる移動装置の例に過ぎず、主張される主題は、これらに
関して限定されない。複合ＳＰＳ受信機は、データ処理システム（例えば、パーソナルデ
ータアシスタントまたはポータブルコンピュータ）を含む（またはそのようなシステムに
結合される）。このため、移動装置３１０は、本明細書で説明される技術、方法、および
／またはプロセスの１つまたは複数を全体として、または部分的に実行するマシン可読命
令を実行するように適合された、マイクロプロセッサと、メモリ（例えば、ＲＯＭ、揮発
性ＲＡＭ、不揮発性メモリ）とを備えるコンピューティングプラットフォームを備えるこ
とが可能である。そのようなコンピューティングプラットフォームは、ディスプレイコン
トローラ、ディスプレイ装置、および／または、当技術分野でよく知られているような他
の周辺装置を含む、さらに／またはそのような装置に結合されることが可能である。
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【００６８】
　[0057]　一実施形態では、移動装置３１０は、メモリの中に格納されたマシン可読命令
に従って、無線アクセスポイントに関連する位置情報を抽出し、強化するために、無線ア
クセスポイントの位置およびＩＤ（例えば、ＭＡＣアドレス）を（例えば、無線アクセス
ポイントのタイプに応じて）格納することができる。一実施形態では、移動装置３１０は
、通信接続を確立すると、移動局の位置、およびＷＬＡＮアクセスポイントのＩＤを格納
することができる。
【００６９】
　[0058]　上述のように、特定の実施形態では、位置特定サーバが、移動装置における混
成測位システムにおいて獲得された様々なタイプの特性、量、および／または特徴の混合
の測定値の少なくとも一部に基づいて移動装置の位置を推定することができる。例えば、
混成位置測位システムにおける、そのような位置特定サーバは、２つ以上のタイプの特性
、量、および／または特徴の生の測定値から導き出された値の推定から、移動装置の位置
を推定することができる。そのようなタイプの特性、量、および／または特徴は、例えば
、擬似距離測定値、信号強度、１つまたは複数の遠隔送信機からの信号着信時間、移動装
置と、１つまたは複数の遠隔送信機との間で伝送される信号に関する信号往復遅延を備え
ることが可能である。或る特定の例では、例示の目的で、そのような位置特定サーバは、
ＳＰＳにおける衛星までの２つの擬似距離の生の測定値、および異なる２つのＷＬＡＮア
クセスポイントから受信された信号の強度から導き出された値の推定の少なくとも一部に
基づいて移動装置の位置を推定することができる。この場合、上述で示されるとおり、そ
のような移動装置は、無線通信リンクを介して位置特定サーバに、擬似距離および／また
は信号強度のフィルタリングされた推定（これらの特性、量、および／または特徴の生の
測定値の少なくとも一部に基づく）を供給することができる。
【００７０】
　[0059]　特定の実施形態では、混成測位システムが、例えば、生の測定値が、様々なシ
ステムから獲得され、対応する様々な時間インスタンスを基準とする、互いに非同期に動
作する様々な独立して動作させられる要素（例えば、ＳＰＳ送信機、ＷＬＡＮアクセスポ
イント、セルラー基地局）を備えることが可能である。そのような生の測定値を組み合わ
せて、推定（例えば、擬似距離の推定）を得る際、様々な時間インスタンスを基準とする
そのような生の測定値は、これらの生の測定値が基づく様々なシステムの時間基準を互い
に関係付ける情報の少なくとも一部に基づいて互いに関連付けられることが可能である。
【００７１】
　[0060]　さらに、混成測位システムの特定の実施形態では、様々なシステムから獲得さ
れた生の測定値が、様々な確度、不確かさ、および／または精度に関連することが可能で
ある。そのような生の測定値を組み合わせて、推定を得る際、生の測定値は、それらの生
の測定値に関連する、関連する確度、不確かさ、および／または精度に応じて重みを付け
られることが可能である。この場合、例えば、推定は、生の測定値の加重和の少なくとも
一部に基づいて得られることが可能である。或る特定の例では、高い確度および／または
低い不確かさに関連する生の測定値には、低い確度および／または高い不確かさに関連す
る生の測定値と比べて、そのような加重和において、より大きい重みが付けられることが
可能である。
【００７２】
　[0061]　図６は、或る特定の実施形態における混成測位システムのネットワークトポロ
ジの概略図である。移動装置４０７が、無線網Ａの無線アクセスポイント４０３と無線網
Ｂの無線アクセスポイント４０５の両方から送信された信号を受信することが可能である
。一実施形態では、移動装置４０７は、１つまたは複数のＳＰＳ衛星（図示せず）からＳ
ＰＳ信号を受信するための受信機を含むことも可能である。また、移動装置４０７は、無
線網Ａおよび／または無線網Ｂから受信された信号の少なくとも一部に基づいてタイミン
グ測定値（例えば、擬似距離、往復時間、信号の着信時間、信号の着信の時間差）を測定
するように適合されることも可能である。無線網Ａおよび／または無線網Ｂは、複数のア
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クセスポイント（例えば、無線アクセスポイント４０３および４０５などのセルラー基地
局）を個々に含むことが可能であることを理解されたい。また、無線網Ａと無線網Ｂは、
異なるサービスプロバイダによって運用される同一タイプの無線インターフェースを使用
することも可能であり、あるいは、例えば、同一の通信プロトコルで、ただし、異なる周
波数において動作することが可能である。代替として、無線網Ａと無線網Ｂは、同一のサ
ービスプロバイダによって運用される、または異なるサービスプロバイダによって運用さ
れる、異なるタイプの無線インターフェース（例えば、ＴＤＭＡ、ＧＳＭ、ＣＤＭＡ、Ｗ
－ＣＤＭＡ、ＵＭＴＳ、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ、ＩＤＥＮ、ＨＤＲ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登
録商標）、ＵＷＢ、ＩＥＥＥ８０２．１１、または他の類似したネットワーク）を使用し
てもよい。
【００７３】
　[0062]　一実施形態では、主張される主題は、これに関して限定されないものの、位置
特定サーバ４１１は、例えば、値の推定などの、移動装置４０７から受信された情報の少
なくとも一部に基づいて移動装置４０７の位置を推定することが可能である。上述のよう
に、値のそのような推定は、移動装置４０７において測定された特性、量、および／また
は特徴の生の測定値の少なくとも一部に基づくことが可能である。上述のように、そのよ
うな推定は、擬似距離測定値、信号伝搬遅延、移動装置４０７と基地局との間の往復遅延
、信号強度、および／または以上に類するものを備えることが可能である。サーバ４１３
およびサーバ４１５が、それぞれ、無線網Ａおよび無線網Ｂに関連するアルマナックデー
タを保持することが可能である。そのようなアルマナックデータは、例えば、識別情報（
例えば、ＭＡＣアドレスまたはセルタワー識別子など）によって指定される、そのような
アクセスポイントの位置を識別する（例えば、緯度と経度として、および／または地球中
心のＸＹＺ座標として）データベースを備えることが可能である。したがって、位置特定
サーバ４１１は、移動局から通信される情報、ならびにアルマナックサーバ４１３および
４１５の中のデータの少なくとも一部に基づいて移動装置４０７の位置を推定することが
できる。
【００７４】
　[0063]　位置特定サーバ４１１は、例えば、サーバ４１３および４１５から取り出され
た、知られている位置（例えば、ＳＰＳ衛星、無線アクセスポイント４０３および４０５
）を識別すること、ならびに当業者に知られている技術を使用して、移動装置４０７と、
移動装置４０７から受信された情報（例えば、１つまたは複数の特性、量、および／また
は特徴の推定）からの知られている位置との間の距離の推定を得ることによって、いくつ
かの技術のいずれか１つを使用して、移動装置４０７の位置を推定することができる。例
えば、米国特許出願第５，９９９，１２４号が、ＳＰＳ擬似距離測定値と他の距離測定値
をどのように組み合わせて、移動局の位置が推定されることが可能であるかの説明を提供
する。
【００７５】
　[0064]　一部の実施形態では、移動装置４０７は、位置特定サーバ４１１と通信するた
めに無線網Ａにアクセスすることも、無線網Ｂにアクセスすることもできる（例えば、通
信目的で、これらの無線網の１つだけしか使用しないのではなく）。当技術分野で知られ
ているとおり、様々なタイプの情報が、移動装置４０７の位置を推定するために、移動装
置４０７と位置特定サーバ４１１の間で交換されることが可能である。移動装置４０７が
、ＳＰＳからナビゲーション信号を獲得することができるようにするのに、例えば、位置
特定サーバ４１１は、移動装置４０７から「見える」衛星に関連するドップラー周波数探
索窓、および他の獲得支援情報を移動装置４０７に与えることができる（例えば、無線網
Ａまたは無線網Ｂを介して）。
【００７６】
　[0065]　図７は、代替の実施形態における混成測位システムのネットワークトポロジの
概略図である。１つの無線網のアクセスポイント（例えば、セルラー基地局５０３）が、
移動装置５０７と位置特定サーバ５１１の間の通信のために使用されることが可能である
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。この場合、位置特定サーバ５１１は、例えば、ＳＰＳナビゲーション信号（例えば、衛
星５２１からの）、第１の通信サービスを提供するアクセスポイント（例えば、セルラー
電話基地局５０３）からの信号、第２の通信サービスを提供するアクセスポイント（例え
ば、異なる無線セルラー電話網の基地局であることが可能であり、および／または異なる
無線インターフェースを使用するアクセスポイントＢ５０５）からの信号、および／また
は第３の通信サービスを提供するアクセスポイント（例えば、ＷＬＡＮアクセスポイント
またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈアクセスポイントを、例えば、備えることが可能なアクセスポ
イントＡ５０９）などの、移動装置５０７において受信された信号の少なくとも一部に基
づいて移動装置５０７の位置を推定することができる。この場合、上述のように、移動装
置５０７は、生の測定値を獲得し、そのような生の測定値の少なくとも一部に基づいて値
を推定することができる。
【００７７】
　[0066]　この場合、ＷＬＡＮアクセスポイント（または他の類似した低電力送信機）が
、カバレッジ区域の範囲内に限られた移動装置の位置の任意の推定を有することにより、
移動装置の位置の十分な推定がもたらされるのに十分なだけ小さいカバレッジ区域を提供
することが可能である。さらに、無線ＬＡＮアクセスポイントは、他のタイプの信号（例
えば、ＳＰＳ信号または無線電話信号）の利用可能性が低い可能性がある区域内で位置を
特定するための信号を提供することが可能である。
【００７８】
　[0067]　一実施形態では、位置特定サーバは、様々な無線網から移動装置において受信
された無線信号の少なくとも一部に基づいて移動装置の位置を推定することができる。例
えば、様々な無線網からの信号が、アクセスポイントのＩＤを特定するのに使用されるこ
とが可能である。或る位置までの正確な距離情報（例えば、アクセスポイントと移動装置
の間の往復時間および／または信号伝搬遅延）が、利用可能である場合、位置特定サーバ
は、アクセスポイントのそのような距離情報および位置を使用して、混成ソリューション
の少なくとも一部に基づいて移動装置の位置を推定することができる。上述の技術を使用
して、位置特定サーバは、例えば、アクセスポイントと移動装置の間の距離、往復時間、
および／または信号伝搬遅延などの１つまたは複数の値の推定を、そのような推定が、移
動装置において測定された生の測定値の少なくとも一部に基づく場合に、移動装置から受
信することができる。
【００７９】
　[0068]　例示的な実施形態であると現在、考えられているものが、例示され、説明され
てきたが、主張される主題を逸脱することなく、他の様々な変形が行われることが可能で
あり、さらに、均等形態が代用されることが可能であることが、当業者には理解されよう
。さらに、本明細書で説明される中心的な概念を逸脱することなく、主張される主題の教
示に特定の状況を適合させる多くの変形が、行われることが可能である。したがって、主
張される主題は、開示される特定の実施形態に限定されるのではなく、そのような主張さ
れる主題は、添付の特許請求の範囲、および均等の範囲に含まれるすべての実施形態を含
むことも可能であることが意図される。



(24) JP 2017-198681 A 2017.11.2

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(25) JP 2017-198681 A 2017.11.2

【図５】 【図６】

【図７】



(26) JP 2017-198681 A 2017.11.2

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月21日(2017.6.21)
【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】
　移動装置と送信機の間の距離を、前記移動装置において受信された信号の少なくとも一
部に基づいて測定すること、
　前記距離の前記測定値を、前記距離の１つまたは複数の以前の測定値と組み合わせて、
前記距離の推定をもたらすこと、および
　前記推定を、前記移動装置から位置特定サーバに送信することを備える方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
　[0068]　例示的な実施形態であると現在、考えられているものが、例示され、説明され
てきたが、主張される主題を逸脱することなく、他の様々な変形が行われることが可能で
あり、さらに、均等形態が代用されることが可能であることが、当業者には理解されよう
。さらに、本明細書で説明される中心的な概念を逸脱することなく、主張される主題の教
示に特定の状況を適合させる多くの変形が、行われることが可能である。したがって、主
張される主題は、開示される特定の実施形態に限定されるのではなく、そのような主張さ
れる主題は、添付の特許請求の範囲、および均等の範囲に含まれるすべての実施形態を含
むことも可能であることが意図される。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］　移動装置と送信機の間の距離を、前記移動装置において受信された信号の少な
くとも一部に基づいて測定すること、
　前記距離の前記測定値を、前記距離の１つまたは複数の以前の測定値と組み合わせて、
前記距離の推定をもたらすこと、および
　前記推定を、前記移動装置から位置特定サーバに送信することを備える方法。
　［２］　前記距離を前記測定することは、前記受信された信号の少なくとも一部に基づ
いて前記送信機までの擬似距離を算出することをさらに備える［１］に記載の方法。
　［３］　前記距離を前記測定することは、前記受信された信号の強度の少なくとも一部
に基づいて前記距離を測定することをさらに備える［１］に記載の方法。
　［４］　前記距離を前記測定することは、前記移動装置において測定された前記信号の
強度の少なくとも一部に基づいて前記距離を測定することをさらに備える［１］に記載の
方法。
　［５］　移動装置と、複数の送信機との間の距離を、前記移動装置において前記送信機
から受信された信号の少なくとも一部に基づいて測定すること、
　或る共通の時間インスタンスにおける移動装置と前記送信機の間の距離を推定すること
、および
　前記推定された距離を、前記移動装置から位置特定サーバに送信することを備える方法
。
　［６］　前記距離を前記推定することは、
　前記移動体と、前記送信機の少なくとも１つとの間の距離の測定値を、前記距離の少な
くとも１つの以前の測定値と組み合わせて、前記距離の推定をもたらすこと、および
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　前記推定を前記共通の時間インスタンスに補外することをさらに備える［５］に記載の
方法。
　［７］　前記組み合わせることは、実質的にカルマンフィルタに従って前記距離を推定
することをさらに備える［６］に記載の方法。
　［８］　移動装置の位置を推定する方法であって、
　前記移動装置において生の測定データをフィルタリングすること、
　前記フィルタリングされた測定データをネットワークサーバに送信すること、および
　前記送信された、フィルタリングされた測定データの少なくとも一部に基づいて前記ネ
ットワークサーバにおいて前記移動装置の前記位置を推定することを備える方法。
　［９］　前記生の測定データは、送信機から前記移動装置までの距離の測定値を表す［
８］に記載の方法。
　［１０］　前記生の測定データは、前記移動装置において送信機から受信された信号の
強度の測定値を表す［８］に記載の方法。
　［１１］　前記生の測定データは、前記移動装置において送信機から受信された信号の
伝搬遅延の測定値を表す［８］に記載の方法。
　［１２］　前記移動装置において前記生の測定データを前記フィルタリングすることは
、実質的にカルマンフィルタに従って前記生の測定データをフィルタリングすることをさ
らに備える［８］に記載の方法。
　［１３］　移動装置において受信された１つまたは複数の信号の少なくとも一部に基づ
いて生の測定値を獲得すること、
　前記測定値を、１つまたは複数の以前の生の測定値と組み合わせて、値の推定をもたら
すこと、および
　前記推定を、前記移動装置から位置特定サーバに送信することを備える方法。
　［１４］　前記移動装置において受信された１つまたは複数の信号の少なくとも一部に
基づいて前記生の測定値を前記獲得することは、送信機までの擬似距離を測定することを
さらに備える［１３］に記載の方法。
　［１５］　前記移動装置において受信された１つまたは複数の信号の少なくとも一部に
基づいて前記生の測定値を前記獲得することは、信号往復遅延を測定することをさらに備
える［１３］に記載の方法。
　［１６］　前記移動装置において受信された１つまたは複数の信号の少なくとも一部に
基づいて前記生の測定値を前記獲得することは、アップリンク着信時間を測定することを
さらに備える［１３］に記載の方法。
　［１７］　前記移動装置において受信された１つまたは複数の信号の少なくとも一部に
基づいて前記生の測定値を前記獲得することは、前記移動装置において受信された少なく
とも前記１つまたは複数の信号の強度を測定することをさらに備える［１３］に記載の方
法。
　［１８］　移動装置において受信された複数の信号の少なくとも一部に基づいて複数の
生の測定値を獲得すること、
　前記生の測定値の少なくとも一部に基づいて複数の値を推定すること、および
　前記値の前記推定値を、前記移動装置から位置特定サーバに送信することを備える方法
。
　［１９］　前記複数の値を前記推定することは、前記値の前記推定を或る共通の時間イ
ンスタンスに伝播させることをさらに備える［１８］に記載の方法。
　［２０］　前記複数の値を前記推定することは、
　前記生の測定値のそれぞれを、少なくとも１つの以前の生の測定値と組み合わせて、関
連する値の推定をもたらすこと、および
　前記値の前記推定を或る共通の時間インスタンスに伝播させることをさらに備える［１
８］に記載の方法。
　［２１］　前記組み合わせることは、実質的にカルマンフィルタに従って前記関連する
値を推定することをさらに備える［２０］に記載の方法。
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　［２２］　前記推定された複数の値は、前記移動装置と、関連する複数の送信機との間
の複数の推定された距離を備える［１８］に記載の方法。
　［２３］　前記生の測定値の少なくとも１つは、前記移動装置と送信機の間の擬似距離
の測定値を備える［１８］に記載の方法。
　［２４］　前記生の測定値の少なくとも１つは、セルラー基地局から受信された信号の
少なくとも一部に基づく生の測定値を備える［２３］に記載の方法。
　［２５］　前記生の測定値の少なくとも１つは、無線ＬＡＮアクセスポイントから受信
された信号の少なくとも一部に基づく生の測定値を備える［２３４］に記載の方法。
　［２６］　マシン可読命令が格納された記憶媒体を有し、前記マシン可読命令は、コン
ピューティングプラットフォームによって実行された場合、前記コンピューティングプラ
ットフォームに
　移動装置と送信機の間の距離の測定値を、前記移動装置において受信された信号の少な
くとも一部に基づいて獲得させ、
　前記距離の前記測定値を、前記距離の１つまたは複数の以前の測定値と組み合わせて、
前記距離の推定させ、および
　前記推定の、前記移動装置から位置特定サーバへの送信を開始させるように適合される
物品。
　［２７］　マシン可読命令が格納された記憶媒体を有し、前記マシン可読命令は、コン
ピューティングプラットフォームによって実行された場合、前記コンピューティングプラ
ットフォームに
　移動装置と、複数の送信機との間の距離の測定値を、前記移動装置において前記送信機
から受信された信号の少なくとも一部に基づいて獲得させ、
　或る共通の時間インスタンスにおける前記移動装置と前記送信機の間の距離を推定させ
、および
　前記推定された距離の、前記移動装置から位置特定サーバへの送信を開始させるように
適合された物品。
　［２８］　マシン可読命令が格納された記憶媒体を有し、前記マシン可読命令は、コン
ピューティングプラットフォームによって実行された場合、前記コンピューティングプラ
ットフォームに
　移動装置において受信された１つまたは複数の信号の少なくとも一部に基づいて生の測
定値を獲得させ、
　前記測定値を、１つまたは複数の以前の生の測定値と組み合わせて、値の推定をもたら
させ、および
　前記推定の、前記移動装置から位置特定サーバへの送信を開始させるように適合された
物品。
　［２９］　マシン可読命令が格納された記憶媒体を有し、前記マシン可読命令は、コン
ピューティングプラットフォームによって実行された場合、前記コンピューティングプラ
ットフォームに
　移動装置において受信された複数の信号の少なくとも一部に基づいて複数の生の測定値
を獲得させ、
　前記生の測定値の少なくとも一部に基づいて複数の値を推定させ、および
　前記値の前記推定値の、前記移動装置から位置特定サーバへの送信を開始させるように
適合された物品。
　［３０］　１つまたは複数の送信機から信号を受信する受信機を備える移動装置であっ
て、
　前記移動装置と送信機の間の距離を、前記移動装置において受信された前記信号の少な
くとも１つの少なくとも一部に基づいて測定し、
　前記距離の前記測定値を、前記距離の１つまたは複数の以前の測定値と組み合わせて、
前記距離の推定をもたらし、
　前記推定を位置特定サーバに送信するように適合された移動装置。
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　［３１］　複数の送信機から信号を受信する受信機を備える移動装置であって、
　前記移動装置と、前記複数の送信機との間の距離を、前記受信された信号の少なくとも
一部に基づいて測定し、
　或る共通の時間インスタンスにおける前記移動装置と前記送信機の間の距離を推定し、
　前記推定された距離を位置特定サーバに送信するように適合された移動装置。
　［３２］　複数の送信機から信号を受信する受信機を備える移動装置であって、
　前記移動装置において受信された前記信号の１つまたは複数の少なくとも一部に基づい
て生の測定値を獲得し、
　前記測定値を、１つまたは複数の以前の生の測定値と組み合わせて、値の推定をもたら
し、
　前記推定の、前記移動装置から位置特定サーバへの送信を開始するように適合された移
動装置。
　［３３］　複数の送信機から複数の信号を受信する受信機を備える移動装置であって、
　前記移動装置において受信された前記複数の信号の少なくとも一部に基づいて複数の生
の測定値を獲得し、
　前記生の測定値の少なくとも一部に基づいて複数の値を推定し、
　前記値の前記推定を位置特定サーバに送信するように適合された移動装置。
　［３４］　位置特定サーバと、
　生の測定データをフィルタリングし、
　前記フィルタリングされた測定データを前記位置特定サーバに送信するように適合され
た移動装置とを備えるシステムであって、
　前記位置特定サーバは、前記送信された、フィルタリングされた測定データの少なくと
も一部に基づいて前記移動装置の位置を推定するように適合されるシステム。
　［３５］　位置特定サーバと、
　移動装置と送信機の間の距離を、前記移動装置において受信された１つまたは複数の信
号の少なくとも一部に基づいて測定し、
　前記距離の前記測定値を、前記距離の１つまたは複数の以前の測定値と組み合わせて、
前記距離の推定をもたらし、
　前記推定を前記位置特定サーバに送信するように適合された前記移動装置とを備えるシ
ステムであって、
　前記位置特定サーバは、前記送信された推定の少なくとも一部に基づいて前記移動装置
の位置を推定するように適合されるシステム。
　［３６］　位置特定サーバと、
　移動装置と、前記複数の送信機との間の距離を、前記移動装置において受信された１つ
または複数の信号の少なくとも一部に基づいて測定し、
　或る共通の時間インスタンスにおける前記移動装置と、複数の送信機との間の距離を推
定し、
　前記推定された距離を位置特定サーバに送信するように適合された前記移動装置とを備
えるシステムであって、
　前記位置特定サーバは、前記送信された、推定された距離の少なくとも一部に基づいて
前記移動装置の位置を推定するように適合されるシステム。
　［３７］　位置特定サーバと、
　移動装置において受信された１つまたは複数の信号の少なくとも一部に基づいて生の測
定値を獲得し、
　前記測定値を、１つまたは複数の以前の生の測定値と組み合わせて、値の推定をもたら
し、
　前記推定を、前記移動装置から前記位置特定サーバに送信するように適合された前記移
動装置とを備えるシステムであって、
　前記位置特定サーバは、前記送信された推定の少なくとも一部に基づいて前記移動装置
の位置を推定するように適合されるシステム。
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　［３８］　位置特定サーバと、
　移動装置において受信された複数の信号の少なくとも一部に基づいて複数の生の測定値
を獲得し、
　前記生の測定値の少なくとも一部に基づいて複数の値を推定し、
　前記値の前記推定を前記位置特定サーバに送信するように適合された前記移動装置とを
備えるシステムであって、
　前記位置特定サーバは、前記送信された推定の少なくとも一部に基づいて前記移動体の
位置を推定するように適合されるシステム。
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