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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第1のワイヤレスデバイスにおいて、前記第1のワイヤレスデバイスと複数の基準デバイ
スのそれぞれとの間の推定される距離を決定するステップであって、前記第1のワイヤレ
スデバイスとそれぞれの基準デバイスとの間の前記推定される距離が、前記それぞれの基
準デバイスに関連する往復伝送時間(RTT)に少なくとも基づく、ステップと、
　前記複数の基準デバイスのうちの少なくとも1つに関連するすでに分かっている位置に
少なくとも基づいて前記第1のワイヤレスデバイスの初期位置を決定するステップと、
　前記第1のワイヤレスデバイスと前記複数の基準デバイスのそれぞれとの間の前記推定
される距離、前記第1のワイヤレスデバイスの前記初期位置、前記複数の基準デバイスの
うちの少なくとも1つに関連する前記すでに分かっている位置、および初期距離較正値に
少なくとも基づいて到来時間(TOA)測位動作を実行することによって、前記第1のワイヤレ
スデバイスの現在位置および第1の距離較正値を推定するステップであって、前記TOA測位
動作を実行することは、
　前記第1のワイヤレスデバイスの推定される位置座標と前記第1のワイヤレスデバイスの
前記初期位置の対応する初期位置座標との間の差によって表される位置誤差行列を決定す
るステップと、
　前記第1のワイヤレスデバイスと前記複数の基準デバイスのうちの1つとの間の差、なら
びに前記第1のワイヤレスデバイスと前記複数の基準デバイスのうちの前記1つとの間の計
算された距離によって表される距離誤差行列を決定するステップと、
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　係数行列を前記距離誤差行列と前記位置誤差行列の転置の逆行列との積として決定する
ステップとを含む、ステップとを含む方法。
【請求項２】
　前記第1のワイヤレスデバイスの前記現在位置および前記第1の距離較正値を推定するス
テップが、前記第1の距離較正値を一緒になって決定する1組の動作を使用して前記第1の
ワイヤレスデバイスの前記現在位置を決定するステップを含む請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記第1のワイヤレスデバイスの前記現在位置および前記第1の距離較正値を推定するス
テップが、位置誤差および距離較正誤差を同時に決定するステップを含む請求項1に記載
の方法。
【請求項４】
　前記第1の距離較正値が、前記初期距離較正値と前記距離較正誤差との合計を含み、前
記現在位置が、前記位置誤差と前記初期位置との合計を含む請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　前記計算された距離は、前記複数の基準デバイスの前記1つに関連する前記すでに分か
っている位置と、前記第1のワイヤレスデバイスの前記初期位置とに少なくとも基づいて
決定され、
　前記TOA測位動作を実行することは、前記係数行列と前記係数行列の転置との積の行列
式を最大化することに少なくとも基づいて前記第1のワイヤレスデバイスの前記初期位置
を決定するステップを含む請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記TOA測位動作が、
　前記複数の基準デバイスのそれぞれに関する推定誤差の合計を最小化する前記現在位置
を決定するための式を解く動作であって、各推定誤差が、A)i番目の基準デバイスに関連
するi番目のRTTに基づく前記i番目の基準デバイスまでの前記推定される距離と、B)前記i
番目の基準デバイスに関連するすでに分かっている位置に基づく前記i番目の基準デバイ
スまでの前記計算された距離との間である、動作を含む請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記第1の距離較正値が、基準デバイスごとに異ならない請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記初期距離較正値が、ゼロ値、所定の値、および動的に選択されたランダム値のうち
の1つである請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記第1のワイヤレスデバイスの前記初期位置を決定するステップが、
　前記第1のワイヤレスデバイスの前記初期位置を、前記複数の基準デバイスに関連する
位置座標の重み付けされた平均として決定するステップを含む請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記重み付けされた平均で使用される重みが、前記複数の基準デバイスのうちの前記少
なくとも1つに関連する前記位置座標に関連する確実性に基づく請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　前記複数の基準デバイスに関連する1つまたは複数の性能の測定値に少なくとも基づい
て、前記複数の基準デバイスを識別するステップを含む請求項1に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第1のワイヤレスデバイスおよび前記複数の基準デバイスは、ワイヤレスローカル
エリアネットワーク、WLAN、通信能力を有する請求項1に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第1のワイヤレスデバイスにおいて、前記第1のワイヤレスデバイスと前記複数の基
準デバイスのそれぞれとの間の前記RTTを決定するステップをさらに含む請求項1に記載の
方法。
【請求項１４】
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　前記第1のワイヤレスデバイスと前記複数の基準デバイスのそれぞれとの間の前記RTTを
決定するステップが、それぞれの基準デバイスに関して、
　第1の制御メッセージが前記第1のワイヤレスデバイスから前記それぞれの基準デバイス
に送信される第1の時刻を記録するステップと、
　第2の制御メッセージが前記第1の制御メッセージに応答して前記それぞれの基準デバイ
スから前記第1のワイヤレスデバイスにおいて受信される第2の時刻を記録するステップと
、
　前記第2の時刻から前記第1の時刻を引いて、前記第1のワイヤレスデバイスと前記それ
ぞれの基準デバイスとの間のそれぞれのRTTを決定するステップと、
　前記第1のワイヤレスデバイスと前記それぞれの基準デバイスとの間の前記それぞれのR
TTに光の速度の因子を掛けて、前記第1のワイヤレスデバイスと前記それぞれの基準デバ
イスとの間の前記推定される距離を得るステップとを含む請求項13に記載の方法。
【請求項１５】
　前記複数の基準デバイスのうちの少なくとも1つに関連する位置座標を決定するステッ
プをさらに含む請求項1に記載の方法。
【請求項１６】
　前記複数の基準デバイスのうちの少なくとも1つに関連する前記位置座標を決定する前
記ステップは、
　前記複数の基準デバイスのうちの少なくとも1つに前記位置座標の要求を送信するステ
ップと、
　前記複数の基準デバイスのうちの少なくとも1つから前記位置座標を受信するステップ
とを含む、請求項15に記載の方法。
【請求項１７】
　前記位置座標の前記要求が、前記第1のワイヤレスデバイスと前記複数の基準デバイス
のうちの少なくとも1つとの間の前記RTTを決定するためにも使用される制御メッセージに
含まれる請求項16に記載の方法。
【請求項１８】
　前記複数の基準デバイスのうちの少なくとも1つに関連する前記位置座標を決定する前
記ステップは、
　前記位置座標の要求を集中サーバに送信するステップと、
　前記集中サーバから前記複数の基準デバイスのうちの少なくとも1つに関連する前記位
置座標を受信するステップと、
を含む、請求項15に記載の方法。
【請求項１９】
　前記複数の基準デバイスのうちの少なくとも1つに関連する前記位置座標を決定する前
記ステップは、
　前記複数の基準デバイスのうちの少なくとも1つから周期的なブロードキャストメッセ
ージを受信するステップであって、前記周期的なブロードキャストメッセージが、前記複
数の基準デバイスのうちの対応する1つからの前記位置座標を含む、ステップを含む請求
項15に記載の方法。
【請求項２０】
　前記複数の基準デバイスのうちの少なくとも1つに関連する前記位置座標は、2次元(2-D
)座標、3次元(3-D)座標、緯度および経度、または球座標のうちの1つを有する、請求項15
に記載の方法。
【請求項２１】
　ネットワークインターフェースと、
　前記ネットワークインターフェースと結合された位置計算ユニットであって、
　方法の請求項1～20のいずれか一項を実行するように構成された位置計算ユニットとを
含む第1のワイヤレスデバイス。
【請求項２２】
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　第1のワイヤレスデバイスのプロセッサによって実行されるときに、前記第1のワイヤレ
スデバイスに、方法の請求項1～20のいずれか一項を実行させる命令を記憶する非一時的
機械可読ストレージ媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本出願は、2011年9月19日に出願された米国出願第13/236,172号の優先権の利益を主張
するものである。
【０００２】
　発明の対象の実施形態は、一般に、ワイヤレス通信の分野に関し、より詳細には、到来
時間(TOA)に基づく測位システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信デバイスは、さまざまな位置推定技術を使用して、位置が分かっている
複数の基準ワイヤレス通信デバイスと通信することに基づいてワイヤレス通信デバイスの
未知の位置を決定することができる。例えば、ワイヤレス通信デバイスは、ワイヤレス通
信デバイスから基準ワイヤレス通信デバイスへの無線信号の伝播時間を決定することによ
る往復遅延時間(RTT)に基づく測位技術を使用することができる。ワイヤレス通信デバイ
スは、無線信号の決定された伝播時間に基づいて基準ワイヤレス通信デバイスまでの距離
を決定することができ、到来時間(TOA)測位技術を使用して未知の位置を決定することが
できる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一部の実施形態では、方法が、通信ネットワークのワイヤレスネットワークデバイスに
おいて、ワイヤレスネットワークデバイスと通信ネットワークの複数の基準ワイヤレスネ
ットワークデバイスのそれぞれとの間の往復伝送時間(round trip transit time)を決定
するステップと、複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれに関して、ワイ
ヤレスネットワークデバイスと基準ワイヤレスネットワークデバイスとの間の往復伝送時
間に少なくとも部分的に基づいてワイヤレスネットワークデバイスと基準ワイヤレスネッ
トワークデバイスとの間の距離を決定するステップと、複数の基準ワイヤレスネットワー
クデバイスのそれぞれの位置に少なくとも部分的に基づいてワイヤレスネットワークデバ
イスの初期位置を計算するステップと、ワイヤレスネットワークデバイスの初期位置、ワ
イヤレスネットワークデバイスと複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれ
との間の距離、および初期距離較正定数(distance calibration constant)に少なくとも
部分的に基づいてワイヤレスネットワークデバイスの位置を推定するための到来時間(TOA
)計算を実行するステップとを含む。
【０００５】
　一部の実施形態において、ワイヤレスネットワークデバイスの位置を推定するためのTO
A計算を実行する前記ステップは、テイラー級数に基づくTOA測位アルゴリズムの1回の繰
り返しを実行して、ワイヤレスネットワークデバイスの初期位置、ワイヤレスネットワー
クデバイスと複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれとの間の距離、複数
の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれの位置、および初期距離較正定数に少
なくとも部分的に基づいてワイヤレスネットワークデバイスの位置を推定するステップを
含む。
【０００６】
　一部の実施形態において、初期距離較正定数は、ゼロ値、所定の値、および動的に選択
されたランダム値のうちの1つである。
【０００７】
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　一部の実施形態において、ワイヤレスネットワークデバイスの位置を推定するためのTO
A計算を実行する前記ステップは、テイラー級数に基づくTOA測位アルゴリズムの1回の繰
り返しを実行する前記ステップに応答して、ワイヤレスネットワークデバイスの初期位置
、ワイヤレスネットワークデバイスと複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれ
ぞれとの間の距離、初期距離較正定数、および複数の基準ワイヤレスネットワークデバイ
スのそれぞれの位置に少なくとも部分的に基づいて距離較正定数を決定するステップをさ
らに含む。
【０００８】
　一部の実施形態において、複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれの位
置に少なくとも部分的に基づいてワイヤレスネットワークデバイスの初期位置を計算する
前記ステップは、ワイヤレスネットワークデバイスの初期位置を複数の基準ワイヤレスネ
ットワークデバイスのそれぞれの位置の平均として計算するステップを含む。
【０００９】
　一部の実施形態において、複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれの位
置に少なくとも部分的に基づいてワイヤレスネットワークデバイスの初期位置を計算する
前記ステップは、ワイヤレスネットワークデバイスの初期位置を複数の基準ワイヤレスネ
ットワークデバイスの少なくとも一部の位置の重み付けされた組み合わせとして計算する
ステップを含む。
【００１０】
　一部の実施形態において、複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれの位
置に少なくとも部分的に基づいてワイヤレスネットワークデバイスの初期位置を計算する
前記ステップは、位置誤差(location error)行列を決定するステップであって、位置誤差
行列の各要素が、ワイヤレスネットワークデバイスの推定される位置座標とワイヤレスネ
ットワークデバイスの初期位置の対応する初期位置座標との間の差を表す、ステップと、
距離誤差(distance error)行列を決定するステップであって、距離誤差行列の各要素が、
ワイヤレスネットワークデバイスと複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのうちの
1つとの間の測定される距離と、ワイヤレスネットワークデバイスと複数の基準ワイヤレ
スネットワークデバイスのうちの1つとの間の推定される距離との間の差を表し、測定さ
れる距離が、ワイヤレスネットワークデバイスと複数の基準ワイヤレスネットワークデバ
イスのうちの1つとの間の往復伝送時間に少なくとも部分的に基づいて決定され、推定さ
れる距離が、複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのうちの1つの位置およびワイ
ヤレスネットワークデバイスの初期位置に少なくとも部分的に基づいて決定される、ステ
ップと、係数行列を距離誤差行列と位置誤差行列の転置の逆行列との積として決定するス
テップと、係数行列と係数行列の転置との積の行列式を最大化することに少なくとも部分
的に基づいてワイヤレスネットワークデバイスの初期位置を計算するステップとを含む。
【００１１】
　一部の実施形態において、方法は、少なくとも複数の基準ワイヤレスネットワークデバ
イスのそれぞれに関連する1つまたは複数の性能の測定値を分析することに少なくとも部
分的に基づいて複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスを特定するステップをさらに
含む。
【００１２】
　一部の実施形態において、複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれに関
して、ワイヤレスネットワークデバイスと基準ワイヤレスネットワークデバイスとの間の
往復伝送時間に少なくとも部分的に基づいてワイヤレスネットワークデバイスと基準ワイ
ヤレスネットワークデバイスとの間の距離を決定する前記ステップは、複数の基準ワイヤ
レスネットワークデバイスのそれぞれに関して、第1の制御メッセージがワイヤレスネッ
トワークデバイスから基準ワイヤレスネットワークデバイスに送信される第1の時刻を記
録するステップと、第2の制御メッセージが第1の制御メッセージに応答して基準ワイヤレ
スネットワークデバイスからワイヤレスネットワークデバイスにおいて受信される第2の
時刻を記録するステップと、第2の時刻から第1の時刻を引いて、ワイヤレスネットワーク
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デバイスと基準ワイヤレスネットワークデバイスとの間の往復伝送時間を決定するステッ
プと、ワイヤレスネットワークデバイスと基準ワイヤレスネットワークデバイスとの間の
往復伝送時間に光の速度の因子を掛けて、ワイヤレスネットワークデバイスと基準ワイヤ
レスネットワークデバイスとの間の距離を得るステップとをさらに含む。
【００１３】
　一部の実施形態において、ワイヤレスネットワークデバイスおよび複数の基準ワイヤレ
スネットワークデバイスは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)通信能力を含
む。
【００１４】
　一部の実施形態では、ワイヤレスネットワークデバイスが、ネットワークインターフェ
ースと、ネットワークインターフェースと結合された位置計算ユニットであって、ワイヤ
レスネットワークデバイスと通信ネットワークの複数の基準ワイヤレスネットワークデバ
イスのそれぞれとの間の往復伝送時間を決定し、複数の基準ワイヤレスネットワークデバ
イスのそれぞれに関して、ワイヤレスネットワークデバイスと基準ワイヤレスネットワー
クデバイスとの間の往復伝送時間に少なくとも部分的に基づいてワイヤレスネットワーク
デバイスと基準ワイヤレスネットワークデバイスとの間の距離を決定し、複数の基準ワイ
ヤレスネットワークデバイスのそれぞれの位置に少なくとも部分的に基づいてワイヤレス
ネットワークデバイスの初期位置を計算し、ワイヤレスネットワークデバイスの初期位置
、ワイヤレスネットワークデバイスと複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれ
ぞれとの間の距離、および初期距離較正定数に少なくとも部分的に基づいてワイヤレスネ
ットワークデバイスの位置を推定するための到来時間(TOA)計算を実行するように動作可
能な、位置計算ユニットとを含む。
【００１５】
　一部の実施形態において、ワイヤレスネットワークデバイスの位置を推定するためのTO
A計算を実行するように動作可能な位置計算ユニットは、テイラー級数に基づくTOA測位ア
ルゴリズムの1回の繰り返しを実行して、ワイヤレスネットワークデバイスの初期位置、
ワイヤレスネットワークデバイスと複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞ
れとの間の距離、複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれの位置、および
初期距離較正定数に少なくとも部分的に基づいてワイヤレスネットワークデバイスの位置
を推定するように動作可能な位置計算ユニットを含む。
【００１６】
　一部の実施形態において、ワイヤレスネットワークデバイスの位置を推定するためのTO
A計算を実行するように動作可能な位置計算ユニットは、位置計算ユニットがテイラー級
数に基づくTOA測位アルゴリズムの1回の繰り返しを実行することに応答して、ワイヤレス
ネットワークデバイスの初期位置、ワイヤレスネットワークデバイスと複数の基準ワイヤ
レスネットワークデバイスのそれぞれとの間の距離、初期距離較正定数、および複数の基
準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれの位置に少なくとも部分的に基づいて距離
較正定数を決定するように動作可能な位置計算ユニットをさらに含む。
【００１７】
　一部の実施形態において、複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれの位
置に少なくとも部分的に基づいてワイヤレスネットワークデバイスの初期位置を計算する
ように動作可能な位置計算ユニットは、ワイヤレスネットワークデバイスの初期位置を複
数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれの位置の平均として計算するか、ま
たはワイヤレスネットワークデバイスの初期位置を複数の基準ワイヤレスネットワークデ
バイスの少なくとも一部の位置の重み付けされた組み合わせとして計算するように動作可
能な位置計算ユニットを含む。
【００１８】
　一部の実施形態において、複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれの位
置に少なくとも部分的に基づいてワイヤレスネットワークデバイスの初期位置を計算する
ように動作可能な位置計算ユニットは、位置誤差行列を決定することであって、位置誤差
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行列の各要素が、ワイヤレスネットワークデバイスの推定される位置座標とワイヤレスネ
ットワークデバイスの初期位置の対応する初期位置座標との間の差を表す、決定すること
、距離誤差行列を決定することであって、距離誤差行列の各要素が、ワイヤレスネットワ
ークデバイスと複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのうちの1つとの間の測定さ
れる距離と、ワイヤレスネットワークデバイスと複数の基準ワイヤレスネットワークデバ
イスのうちの1つとの間の推定される距離との間の差を表し、測定される距離が、ワイヤ
レスネットワークデバイスと複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのうちの1つと
の間の往復伝送時間に少なくとも部分的に基づいて決定され、推定される距離が、複数の
基準ワイヤレスネットワークデバイスのうちの1つの位置およびワイヤレスネットワーク
デバイスの初期位置に少なくとも部分的に基づいて決定される、決定すること、係数行列
を距離誤差行列と位置誤差行列の転置の逆行列との積として決定すること、ならびに係数
行列と係数行列の転置との積の行列式を最大化することに少なくとも部分的に基づいてワ
イヤレスネットワークデバイスの初期位置を計算することを行うように動作可能な位置計
算ユニットを含む。
【００１９】
　一部の実施形態においては、1つまたは複数の機械可読ストレージ媒体が、1つまたは複
数のプロセッサによって実行されるときに、1つまたは複数のプロセッサに、通信ネット
ワークのワイヤレスネットワークデバイスにおいて、ワイヤレスネットワークデバイスと
通信ネットワークの複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれとの間の往復
伝送時間を決定する動作と、複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれに関
して、ワイヤレスネットワークデバイスと基準ワイヤレスネットワークデバイスとの間の
往復伝送時間に少なくとも部分的に基づいてワイヤレスネットワークデバイスと基準ワイ
ヤレスネットワークデバイスとの間の距離を決定する動作と、複数の基準ワイヤレスネッ
トワークデバイスのそれぞれの位置に少なくとも部分的に基づいてワイヤレスネットワー
クデバイスの初期位置を計算する動作と、ワイヤレスネットワークデバイスの初期位置、
ワイヤレスネットワークデバイスと複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞ
れとの間の距離、および初期距離較正定数に少なくとも部分的に基づいてワイヤレスネッ
トワークデバイスの位置を推定するための到来時間(TOA)計算を実行する動作とを含む動
作を実行させる命令を記憶する。
【００２０】
　一部の実施形態において、ワイヤレスネットワークデバイスの位置を推定するためのTO
A計算を実行する前記動作は、テイラー級数に基づくTOA測位アルゴリズムの1回の繰り返
しを実行して、ワイヤレスネットワークデバイスの初期位置、ワイヤレスネットワークデ
バイスと複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれとの間の距離、複数の基
準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれの位置、および初期距離較正定数に少なく
とも部分的に基づいてワイヤレスネットワークデバイスの位置を推定する動作を含む。
【００２１】
　一部の実施形態において、ワイヤレスネットワークデバイスの位置を推定するためのTO
A計算を実行する前記動作は、テイラー級数に基づくTOA測位アルゴリズムの1回の繰り返
しを実行する前記動作に応答して、ワイヤレスネットワークデバイスの初期位置、ワイヤ
レスネットワークデバイスと複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれとの
間の距離、初期距離較正定数、および複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれ
ぞれの位置に少なくとも部分的に基づいて距離較正定数を決定する動作をさらに含む。
【００２２】
　一部の実施形態において、複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれの位
置に少なくとも部分的に基づいてワイヤレスネットワークデバイスの初期位置を計算する
前記動作は、ワイヤレスネットワークデバイスの初期位置を複数の基準ワイヤレスネット
ワークデバイスのそれぞれの位置の平均として計算する動作、またはワイヤレスネットワ
ークデバイスの初期位置を複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスの少なくとも一部
の位置の重み付けされた組み合わせとして計算する動作を含む。
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【００２３】
　一部の実施形態において、複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのそれぞれの位
置に少なくとも部分的に基づいてワイヤレスネットワークデバイスの初期位置を計算する
前記動作は、位置誤差行列を決定する動作であって、位置誤差行列の各要素が、ワイヤレ
スネットワークデバイスの推定される位置座標とワイヤレスネットワークデバイスの初期
位置の対応する初期位置座標との間の差を表す、動作と、距離誤差行列を決定する動作で
あって、距離誤差行列の各要素が、ワイヤレスネットワークデバイスと複数の基準ワイヤ
レスネットワークデバイスのうちの1つとの間の測定される距離と、ワイヤレスネットワ
ークデバイスと複数の基準ワイヤレスネットワークデバイスのうちの1つとの間の推定さ
れる距離との間の差を表し、測定される距離が、ワイヤレスネットワークデバイスと複数
の基準ワイヤレスネットワークデバイスのうちの1つとの間の往復伝送時間に少なくとも
部分的に基づいて決定され、推定される距離が、複数の基準ワイヤレスネットワークデバ
イスのうちの1つの位置およびワイヤレスネットワークデバイスの初期位置に少なくとも
部分的に基づいて決定される、動作と、係数行列を距離誤差行列と位置誤差行列の転置の
逆行列との積として決定する動作と、係数行列と係数行列の転置との積の行列式を最大化
することに少なくとも部分的に基づいてワイヤレスネットワークデバイスの初期位置を計
算する動作とを含む。
【００２４】
　添付の図面を参照することによって、これらの実施形態がより深く理解され、多くの目
的、特徴、および利点が当業者に明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】ワイヤレス通信ネットワークにおいてネットワークデバイスの未知の位置を推定
するためのメカニズムを示す例示的なブロック図である。
【図２】TOA測位メカニズムを含む位置計算ユニットの一実施形態の例示的なブロック図
である。
【図３】TOA測位メカニズムの例示的な動作を示す流れ図である。
【図４】ハイブリッドTOA測位メカニズムを含む位置計算ユニットの一実施形態の例示的
なブロック図である。
【図５】ハイブリッドTOA測位メカニズムの例示的な動作を示す流れ図である。
【図６】図5の続きであり、ハイブリッドTOA測位メカニズムの例示的な動作をさらに示す
図である。
【図７】ワイヤレス通信ネットワークにおいて電子デバイスの位置を決定するためのメカ
ニズムを含む電子デバイスの一実施形態のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下の説明は、本発明の対象の技術を具現化する例示的なシステム、方法、技術、命令
シーケンス、およびコンピュータプログラム製品を含む。しかし、記載された実施形態は
これらの特定の詳細なしに実施され得ることが理解される。例えば、例は、本明細書に記
載の位置推定技術を実行するワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)デバイス(例
えば、802.11n互換デバイス)に関連するが、実施形態は、そのように限定されない。その
他の実施形態においては、さまざまなその他のデバイスおよび規格(例えば、WiMAX)が、
位置推定技術を実行できる。その他の場合、よく知られている命令インスタンス(instruc
tion instance)、プロトコル、構造、および技術は、説明を不明瞭にしないために詳細に
示されていない。
【００２７】
　未知の位置に関連するネットワークデバイス(「未知のネットワークデバイス」)が、TO
Aに基づく測位アルゴリズムを使用して、複数の基準ネットワークデバイスに基づいてそ
のネットワークデバイスの位置を決定することができる。実装に応じて、TOA測位アルゴ
リズムは、未知のネットワークデバイスの位置を推定するために正確に分かっている距離
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較正定数を必要とするかまたは必要としなくてもよい。これまでのTOA測位アルゴリズム
は、概して、未知のネットワークデバイスの任意に選択された初期位置、任意に選択され
た距離較正定数、ならびにそれぞれの基準ネットワークデバイスまでの距離およびそれぞ
れの基準ネットワークデバイスの位置を入力として使用して、未知のネットワークデバイ
スの位置を繰り返し計算する。概して、未知のネットワークデバイスの初期位置は、ゼロ
である(例えば、X、Y、およびZ座標がゼロである)か、またはランダムに選択された値で
ある。同様に、初期距離較正定数も、概して、ゼロであるか、またはランダムに選択され
た値である。しかし、これまでのTOA測位アルゴリズムは、未知のネットワークデバイス
の初期位置に対して非常に敏感であり得る。さらに、一部のこれまでのTOA測位アルゴリ
ズムは、距離較正定数に対して敏感であってもよい。初期位置のランダムに選択された値
またはゼロ値を使用することは、これまでのTOAアルゴリズムを(例えば、1つまたは複数
の行列式の値をゼロまたは無限大に近づけることによって)解けなくすることがあり、こ
れまでのTOA測位アルゴリズムが適切な解(すなわち、未知のネットワークデバイスの位置
)に収束しないことがある。また、距離較正定数を知らないこと、または距離較正定数を
ランダムに選択することは、これまでのTOA測位アルゴリズムの性能を不十分なものにす
ることがあり、これまでのTOA測位アルゴリズムが未知のネットワークデバイスの適切な
位置に収束しないことがあり、および/またはこれまでのTOA測位アルゴリズムが誤った解
に収束することがある。
【００２８】
　一部の実装においては、未知のネットワークデバイスの初期位置に対するこれまでのTO
A測位アルゴリズムの一部の敏感さを最小化するために、未知のネットワークデバイスの(
任意に選択されるのではなく)計算された初期位置を使用する第1のTOA測位システムが実
装される得る。第1のTOA測位システムは、概して、距離較正定数に対して敏感ではなく、
測位計算のために任意に選択された距離較正定数を利用してもよい。任意に選択された距
離較正定数を利用することができる第1のTOA測位システムは、本明細書においては「TOA1
測位システム」と呼ばれる。未知のネットワークデバイスの初期位置は、基準ネットワー
クデバイスのすでに分かっている位置に少なくとも部分的に基づいて計算され得る。TOA1
測位システムは、(複数回の繰り返しではなく)1回の繰り返しを実行して、未知のネット
ワークデバイスの計算された初期位置と、基準ネットワークデバイスのそれぞれまでの距
離とに少なくとも部分的に基づいて、未知のネットワークデバイスの位置と距離較正定数
とを計算することができる。未知のネットワークデバイスの初期位置を(任意に推測する
のではなく)計算することは、位置に対する敏感さの問題を軽減し、未知のネットワーク
デバイスの位置を決定する際のTOA1測位システムの収束を保証し、TOA1測位システムの性
能および測位の正確性を向上させることができる。さらに、1回だけ繰り返しを実行して
未知のネットワークデバイスの位置を推定することによって、TOA1測位システムは、未知
のネットワークデバイスの位置を計算するために消費されるリソースおよび時間を最小化
することができる。
【００２９】
　一部の実装においては、ハイブリッドTOA測位システムが、未知のネットワークデバイ
スの位置を推定する性能を向上させることができる。ハイブリッドTOA測位システムの一
部として、上述のTOA1測位システムは、1回の繰り返しを実行して、(本明細書においては
「未知のネットワークデバイスの中間位置」と呼ばれる)未知のネットワークデバイスの
位置と、(本明細書においては「中間距離較正定数」と呼ばれる)距離較正定数とを推定す
ることができる。それから、(基準ネットワークデバイスの位置および基準ネットワーク
デバイスのそれぞれまでの距離と一緒に)未知のネットワークデバイスの中間位置と中間
距離較正定数とが、目標の(または推定される)距離較正定数と、未知のネットワークデバ
イスの第2の中間位置とを計算するために使用され得る。加えて、ハイブリッドTOA測位シ
ステムは、本明細書においては「TOA2測位システム」と呼ばれる第2のTOA測位システムも
含むことができる。第2のTOA測位システムは、概して、距離較正定数に対して敏感であり
、測位計算のために任意に選択された距離較正定数を利用しなくてもよい。その代わりに



(10) JP 5980929 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

、TOA2測位システムは、以下で説明されるように、測位計算のためにTOA1測位システムに
よって計算された中間距離較正定数を利用することができる。ハイブリッドTOA測位シス
テムは、目標の距離較正定数および第2の中間位置に少なくとも部分的に基づいてTOA2測
位システムを繰り返し実行して未知のネットワークデバイスの位置(「推定される位置」)
を推定することができる。目標の距離較正定数を(推測するのではなく)計算することは、
距離較正定数に対する敏感さを最小化し、未知のネットワークデバイスの位置を決定する
ことに関連する測位誤差を最小化し、測位の正確性を高め、性能をよりいっそう向上させ
、結果として、未知のネットワークデバイスの全体的な性能を向上させることができる。
【００３０】
　図1は、ワイヤレス通信ネットワーク100においてネットワークデバイスの未知の位置を
推定するためのメカニズムを示す例示的なブロック図である。一例において、ワイヤレス
通信ネットワーク100は、位置が不明なWLANデバイス102(「未知のWLANデバイス」)と、4
つの基準WLANデバイス104、106、108、および112とを含む。未知のWLANデバイス102は、
位置計算ユニット110を含む。一部の実装において、位置計算ユニット110は、ワイヤレス
通信ネットワーク100においてWLAN通信を可能にするプロトコルおよび機能を実装する未
知のWLANデバイス102の通信ユニットで実装されてもよい。図1に示されていないが、一部
の実施形態においては、さらに、基準WLANデバイス104、106、108、および112のうちの1
つまたは複数が、それらの基準WLANデバイス104、106、108、および112のそれぞれの位置
を決定するための位置計算ユニットおよび対応する機能を含むことができることが留意さ
れる。一部の実装において、未知のWLANデバイス102ならびに基準WLANデバイス104、106
、108、および112は、それぞれ、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、
携帯電話、スマート家電、ゲームコンソール、アクセスポイント、またはその他の好適な
電子デバイスなどのWLAN通信能力を有する電子デバイスであることができる。未知のWLAN
デバイス102は、以下で段階A～Fで説明されるように、その未知のWLANデバイス102の位置
を決定する動作を実行することができる。
【００３１】
　段階Aにおいて、位置計算ユニット110は、ワイヤレス通信ネットワーク100において未
知のWLANデバイス102と基準WLANデバイス104、106、108、および112のそれぞれとの間の
往復伝送時間(RTT)を決定する。1つの実装において、位置計算ユニット110は、1つまたは
複数の制御メッセージを基準WLANデバイス104に送信することができ、対応する1つまたは
複数の応答制御メッセージ(例えば、肯定応答(ACK)メッセージ)を基準WLANデバイス104か
ら受信することができる。位置計算ユニット110は、制御メッセージが基準WLANデバイス1
04に送信された時刻と、対応する応答制御メッセージが基準WLANデバイス104から受信さ
れた時刻とを記録することもできる。そして、位置計算ユニット110は、図3のブロック30
4～308でさらに説明されるように、未知のWLANデバイス102と基準WLANデバイス104との間
のRTT(「基準WLANデバイスに関連するRTT」)を、制御メッセージの送信と対応する応答制
御メッセージの受信との間の経過時間として計算することができる。さらに、位置計算ユ
ニット110は、基準WLANデバイス106に関連するRTTと、基準WLANデバイス108に関連するRT
Tとを計算することもできる。その他の実装においては、その他の好適な技術が、基準WLA
Nデバイス104、106、108、および112に関連するRTTを決定するために使用され得ることが
留意される。
【００３２】
　段階Bにおいて、位置計算ユニット110は、基準WLANデバイスに関連する対応するRTTに
基づいて未知のWLANデバイス102と基準WLANデバイス104、106、108、および112のそれぞ
れとの間の距離を計算する。未知のWLANデバイス102と基準WLANデバイス104、106、108、
および112のそれぞれとの間の距離を計算する動作は、図2および図3でさらに説明される
。
【００３３】
　段階Cにおいて、位置計算ユニット110は、基準WLANデバイス104、106、108、および112
のそれぞれの位置を決定する。一部の実装において、位置計算ユニット110は、基準WLAN
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デバイス104、106、108、および112のそれぞれに関連する位置座標を要求し、受信するこ
とができる。例えば、位置計算ユニット110は、段階Aにおいて送信される制御メッセージ
で位置座標の要求を送信することができ、応答制御メッセージで位置座標を受信すること
ができる。別の例として、位置計算ユニット110は、(段階Aで送信される制御メッセージ
とは異なる)位置要求メッセージを基準WLANデバイスのそれぞれに送信することができ、
基準WLANデバイスのそれぞれに関連する位置座標を含む対応する位置応答メッセージを受
信することができる。別の実装においては、位置計算ユニット110は、集中サーバに問い
合わせて(または所定のメモリ位置にアクセスして)基準WLANデバイス104、106、108、お
よび112に関連する位置座標を決定することができる。別の実装においては、基準WLANデ
バイス104、106、108、および112は、(例えば、ビーコンメッセージまたは別の好適な制
御メッセージで)周期的な間隔でそれらの基準WLANデバイス104、106、108、および112の
それぞれの位置座標をブロードキャストしてもよい。位置計算ユニット110は、周期的に
受信されるメッセージを受信し、分析することに基づいて基準WLANデバイス104、106、10
8、および112に関連する位置座標を決定することができる。位置計算ユニット110は、2次
元(2-D)座標(例えば、XおよびY座標)、3次元(3-D)座標(例えば、X、Y、およびZ座標)、緯
度および経度、球座標、ならびに/または基準WLANデバイス104、106、108、および112に
関連するその他の好適な位置の指標を決定することができることが留意される。
【００３４】
　段階Dにおいて、位置計算ユニット110は、基準WLANデバイス104、106、108、および112
のそれぞれの位置に少なくとも部分的に基づいて未知のWLANデバイス102の初期位置を計
算する。一例として、位置計算ユニット110は、図2および図3で説明されるように、未知
のWLANデバイス102の初期位置を、基準WLANデバイス104、106、108、および112のすでに
分かっている位置の平均として計算することができる。位置計算ユニット110は、以下で
段階Fおよび図2～図3で説明されるように、未知のWLANデバイス102の計算された初期位置
を第1の到来時間(TOA1)測位アルゴリズムへの入力として使用して、未知のWLANデバイス1
02の位置を推定することができる。一部の実装において(例えば、ハイブリッドTOA測位シ
ステムにおいて)、位置計算ユニット110は、図4～図6で説明されるように、TOA1測位アル
ゴリズムの出力で生成された(本明細書においては「未知のWLANデバイスの第1の中間位置
」と呼ばれる)未知のWLANデバイスの出力の前に計算された位置を使用して、基準WLANデ
バイス104、106、108、および112のすでに分かっている位置と、基準WLANデバイス104、1
06、108、および112に関連するRTTとに少なくとも部分的に基づいて未知のWLANデバイス1
02の第2の中間位置を計算することができる。この実装において、位置計算ユニット110は
、以下で段階Fおよび図4～図7で説明されるように、未知のWLANデバイス102の第2の中間
位置を第2の到来時間(TOA2)測位アルゴリズムへの入力として使用して、未知のWLANデバ
イス102の推定される位置を決定することができる。
【００３５】
　段階Eにおいて、位置計算ユニット110は、距離較正定数を決定する。一部の実装におい
ては、図2にしたがって説明されるように、初期距離較正定数は、所定の値またはランダ
ムに選択された値であり得る。位置計算ユニット110は、以下で段階Fおよび図2～図3で説
明されるように、初期距離較正定数をTOA1測位アルゴリズムへの入力として使用して、未
知のWLANデバイス102の位置および距離較正定数を推定することができる。その他の実装
においては、位置計算ユニット110は、(本明細書においては「中間距離較正定数」と呼ば
れる)TOA1測位アルゴリズムの出力の距離較正定数を使用して、目標の(または推定される
)距離較正定数を計算することができる。この実装において、位置計算ユニット110は、以
下で段階Fおよび図4～図7で説明されるように、目標の距離較正定数をTOA2測位アルゴリ
ズムへの入力として使用して、未知のWLANデバイス102の位置を推定することができる。
【００３６】
　段階Fにおいて、位置計算ユニット110は、未知のWLANデバイス102の初期位置と、距離
較正定数と、基準WLANデバイス104、106、108、および112のそれぞれまでの距離とに少な
くとも部分的に基づいて未知のWLANデバイス102の位置を推定する。一部の実装において
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は、図2～図3で説明されるように、未知のWLANデバイス102の位置の計算は、1段階のプロ
セスであり得る。この実装において、未知のWLANデバイス102の位置は、少なくとも、未
知のWLANデバイス102の計算された初期位置と、基準WLANデバイスのすでに分かっている
位置とを入力として使用して、テイラー級数に基づくTOA1測位アルゴリズムの1回の繰り
返しを実行することによって計算され得る。一部の実装においては、図5～図7で説明され
るように、未知のWLANデバイス102の位置の計算は、2段階のプロセスであり得る。この実
装においては、位置計算ユニット110は、初めに、(上述の)テイラー級数に基づくTOA1測
位アルゴリズムを実行し、未知のWLANデバイス102の第1の中間位置を決定できる。さらに
、TOA1測位アルゴリズムは、中間距離較正定数を決定するために使用され得る。次に、位
置計算ユニット110は、第1の中間位置および中間距離較正定数に基づいて、(段階Dで説明
された)未知のWLANデバイス102の第2の中間位置と、(上で段階Eで説明された)目標の距離
較正定数とを決定できる。それから、位置計算ユニット110は、テイラー級数に基づくTOA
2測位アルゴリズムを繰り返し実行して、未知のWLANデバイス102の位置を推定できる。
【００３７】
　図2は、TOA測位メカニズムを含む位置計算ユニット110の一実施形態の例示的なブロッ
ク図である。位置計算ユニット110は、距離計算ユニット202、TOA1初期位置計算ユニット
204、およびTOA1測位ユニット206を含む。距離計算ユニット202およびTOA1初期位置計算
ユニット204は、TOA1測位ユニット206に結合される。
【００３８】
　距離計算ユニット202は、基準WLANデバイスのそれぞれに関連する往復伝送時間(RTT)に
少なくとも部分的に基づいて、未知のWLANデバイス102と基準WLANデバイス104、106、108
、および112のそれぞれとの間の距離を計算することができる。図2に示されるように、距
離計算ユニット202は、未知のWLANデバイス102と基準WLANデバイス104、106、108、およ
び112のそれぞれとの間のRTT208を入力パラメータにとる。iが、基準WLANデバイスのそれ
ぞれのカウンタ(counter)を表し、Nが、通信ネットワーク100内の基準WLANデバイスの数
を表す場合、距離計算ユニット202への入力は、図2に示されるように、RTTi(すなわち、R
TT1、RTT2、...RTTN)である。距離計算ユニット202の出力は、未知のWLANデバイス102とi
番目の基準WLANデバイスとの間の推定される距離210
【００３９】
【数１】

【００４０】
である。したがって、RTTiが、i番目の基準WLANデバイスに関連するRTTを表し、cが、光
の速度を表す場合、距離
【００４１】

【数２】

【００４２】
210は、式1aにしたがって計算され得る。未知のWLANデバイス102とi番目の基準WLANデバ
イスとの間の実際の距離(di)は、式1bに示されるように、TOA1距離較正定数(dc_TOA1)と
、未知のWLANデバイス102の局とi番目の基準WLANデバイスとの間の推定される距離
【００４３】

【数３】
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【００４４】
との合計として表され得ることが留意される。
【００４５】
【数４】

【００４６】
　距離較正定数(dc_TOA1)は、推定される距離
【００４７】

【数５】

【００４８】
と実際の距離(di)との間の差を表すことができ、基準WLANデバイスに関連する内部処理時
間(またはターンアラウンドタイム)を示してもよい。例えば、距離較正定数は、基準WLAN
デバイスが未知のWLANデバイス102からの制御メッセージを検出してから、基準WLANデバ
イスが未知のWLANデバイス102に応答制御メッセージを送信するまでの経過時間を明らか
にできる。距離較正定数は、基準WLANデバイスの種類および構成に依存してもよい。一部
の実装において、距離較正定数は、基準WLANデバイスごとに異なってもよく、一方、その
他の実装においては、距離較正定数は、基準WLANデバイスごとに異ならなくてもよい。
【００４９】
　TOA1初期位置計算ユニット204は、基準WLANデバイス104、106、108、および112のそれ
ぞれの位置212に少なくとも部分的に基づいて未知のWLANデバイス102の初期位置を計算す
ることができる。図2に示されるように、基準WLANデバイス104、106、108、および112の
すでに分かっている位置212が、TOA1初期位置計算ユニット204に入力パラメータとして与
えられる。本明細書において説明されるように、iは、基準WLANデバイスのカウンタを表
し、Xiは、i番目の基準WLANデバイスの(例えば、絶対位置、実際の位置、または真の位置
とも呼ばれる)位置212を表す。1つの実装において、i番目の基準WLANデバイスの位置は、
【００５０】

【数６】

【００５１】
の形式で表され得、ここで、Dは、基準WLANデバイスの位置を指定するために使用される
座標系の次元を表し(例えば、基準WLANデバイスの位置がX、Y、およびZ座標によって指定
される場合、D=3である)、sは、座標系の次元のカウンタ(すなわち、次元のインデックス
)を表し、
【００５２】
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【数７】

【００５３】
は、i番目の基準WLANデバイスの位置の第sの次元の値を表す。基準WLANデバイスの位置は
、その他の好適な座標系(例えば、デカルト座標、球座標、測地座標など)を使用して表さ
れ得ることが留意される。さらに、基準WLANデバイスの位置は、その他の好適な数の次元
(例えば、2次元座標、3次元座標など)で表され得る。図2に示されるように、TOA1初期位
置計算ユニット204の出力は、未知のWLANデバイス102の初期位置
【００５４】
【数８】

【００５５】
214である。1つの実装において、未知のWLANデバイス102の初期位置は、
【００５６】
【数９】

【００５７】
として表され得、ここで、
【００５８】
【数１０】

【００５９】
は、未知のWLANデバイス102の初期位置の第sの次元の値を表す。一部の実装において、未
知のWLANデバイス102の初期位置214は、式2aに示されるように、N個の基準WLANデバイス
のすでに分かっている位置212の関数f(.)として表され得る。一部の実装において、未知
のWLANデバイス102の初期位置214は、式2bに示されるように、基準WLANデバイスのすでに
分かっている位置212の平均として計算され得る。別の実装においては、未知のWLANデバ
イス102の初期位置214は、式2cに示されるように、テイラー級数に基づくTOA1測位アルゴ
リズムの実行中に生成される行列の積の行列式を最大化することによって計算され得る。
式2cに示される式
【００６０】
【数１１】

【００６１】
を最大化することは、(以下で説明される)TOA1測位アルゴリズムが未知のWLANデバイス10
2の位置に収束することを保証することができる。式2cにおいて、
【００６２】
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【数１２】

【００６３】
は、行列BTOA1の転置を表し、行列BTOA1は、図2の式11および図3を参照して以下でさらに
説明される。
【００６４】

【数１３】

【００６５】
　その他の実装においては、TOA1初期位置計算ユニット204は、その他の好適な技術を使
用して未知のWLANデバイス102の初期位置214を計算できることが留意される。例えば、未
知のWLANデバイス102の初期位置214は、基準WLANデバイスのすでに分かっている位置212
の加重平均として計算され得、重みは、基準WLANデバイスの位置の確実性に基づいて、お
よび/または基準WLANデバイスと未知のWLANデバイス102との間の距離に基づいて選択され
る。別の例として、未知のWLANデバイス102の初期位置214は、基準WLANデバイスのうちの
一部のみのすでに分かっている位置212の重み付けされた(または重み付けされていない)
組み合わせとして計算され得る。
【００６６】
　TOA1測位ユニット206は、テイラー級数に基づくTOA1測位アルゴリズムの1回の繰り返し
を実行して、未知のWLANデバイス102の初期位置214と、基準WLANデバイスのそれぞれまで
の推定される距離210と、基準WLANデバイスのそれぞれの位置212とに少なくとも部分的に
基づいて、未知のWLANデバイス102の位置220を計算し、距離較正定数218を推定すること
ができる。図2に示されるように、(距離計算ユニット202によって計算される)未知のWLAN
デバイス102と基準WLANデバイスのそれぞれとの間の推定される距離210は、TOA1測位ユニ
ット206に1組の入力として与えられる。TOA1初期位置計算ユニット204によって計算され
た未知のWLANデバイス102の初期位置214
【００６７】

【数１４】

【００６８】
は、TOA1測位ユニット206に別の入力として与えられる。基準WLANデバイス104、106、108
、および112のすでに分かっている位置212(Xi)も、TOA1測位ユニット206に入力として与
えられる。加えて、初期距離較正定数
【００６９】
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【数１５】

【００７０】
216も、TOA1測位ユニット206に入力として与えられ得る。上述のように、初期距離較正定
数216は、基準WLANデバイスに関連する内部処理時間(またはターンアラウンドタイム)を
示してもよい。一部の実装において、初期距離較正定数216は、ゼロであるように選択さ
れてもよく、一方、その他の実装においては、初期距離較正定数216は、別の好適なラン
ダム値であるように選択されてもよい。一部の実装において、初期距離較正定数216は、
予め構成されてもよく、一方、その他の実装においては、初期距離較正定数216は、動的
に選択されてもよい(例えば、ランダム値が、初期距離較正定数216のために動的に選択さ
れてもよい)。
【００７１】
　そして、TOA1測位ユニット206は、テイラー級数に基づくTOA1測位アルゴリズムの1回の
繰り返しを実行して、式3aによって示される式を解き、未知のWLANデバイス102の位置(YT
OA1)220を推定することができる。式3aにしたがって、TOA1測位ユニット206は、A)i番目
の基準WLANデバイスに関連するRTTに基づいて式1で決定されるi番目の基準WLANデバイス
までの測定される距離と、B)i番目の基準WLANデバイスのすでに分かっている位置に基づ
くi番目の基準WLANデバイスまでの推定される距離との間の推定誤差の(すべての基準WLAN
デバイスにわたる)合計を最小化するYTOA1の値を特定しようと試みることができる。式3a
において、｜｜Xi-YTOA1｜｜は、i番目の基準WLANデバイスと未知のWLANデバイス102との
間の推定される距離を表す。｜｜Xi-YTOA1｜｜は、式3bにしたがって計算され得る。基準
WLANデバイスと未知のWLANデバイスとの間の推定される距離は、基準WLANデバイスの実際
の位置と、未知のWLANデバイスの推定される位置(YTOA1)とに基づいて決定され得る。
【００７２】
【数１６】

【００７３】
　一部の実装においては、推定誤差がないと仮定することによって{例えば、
【００７４】
【数１７】

【００７５】
と仮定することによって}、TOA1測位ユニット206は、式3aを単純化することができ、代わ
りに、iのすべての値に対して式4を解いて未知のWLANデバイス102の位置を推定すること
ができる。
【００７６】
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【数１８】

【００７７】
TOA1距離較正定数(dc_TOA1)218は、式5aに示されるように、初期距離較正定数
【００７８】

【数１９】

【００７９】
216と距離較正誤差(distance calibration error)(Δdc)との合計として表され得る。言
い換えると、距離較正誤差(Δdc)は、推定される距離較正定数(dc_TOA1)218と初期距離較
正定数
【００８０】

【数２０】

【００８１】
216との間の差(または誤差)として表され得る。さらに、未知のWLANデバイス102の位置22
0(YTOA1)は、式5bに示されるように、未知のWLANデバイスの初期位置214
【００８２】
【数２１】

【００８３】
とTOA1位置誤差(ΔYTOA1)との合計として表され得る。言い換えると、TOA1位置誤差(ΔYT
OA1)は、未知のWLANデバイス102の推定される位置220(YTOA1)と未知のWLANデバイスの初
期位置214
【００８４】
【数２２】

【００８５】
との間の差(または誤差)として表され得る。一部の実装において、TOA1位置誤差は、ΔYT
OA1 = {ΔyTOA1

s,s=0,1,...,D-1}として表され得、ここで、Dは、座標系の次元を表し、
ΔyTOA1

sは、TOA1位置誤差の第sの次元の値を表すことが留意される。TOA1測位ユニット2
06は、式5aおよび式5bを式4に代入して、式6を得ることができる。
【００８６】
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【数２３】

【００８７】
　そして、TOA1測位ユニット206は、テイラー級数展開を使用し、2次以上の項を(それら
の高次の項はゼロまたは無視できる値を有するので)無視して、式7を得ることができる。
TOA1測位ユニット206は、基準WLANデバイス104、106、108、および112のそれぞれに関し
て式7にしたがって式を生成することができ、複数の生成された式を行列形式で編成して
式8を得ることができる。
【００８８】
【数２４】

【００８９】
　一部の実装において、TOA1位置誤差行列(ΔYTOA1)は、式9に示されるように、未知のWL
ANデバイス102の推定される位置と未知のWLANデバイス102の初期TOA1位置との間の差を表
すことができる1 X D行の行列であってもよい。TOA1距離誤差行列(ATOA1)は、N X 1列の
行列であり得、ここで、行列ATOA1の各要素(すなわち、各行)は、式10によって表され、
各行は、基準WLANデバイスのうちの1つに関連する。式10によって示されるように、TOA1
距離誤差行列の各要素は、A)(例えば、式1に示される基準WLANデバイスに関連するRTTに
基づく)未知のWLANデバイスと基準WLANデバイスとの間の推定される距離と、B)初期距離
較正定数216と、C)基準WLANデバイスのすでに分かっている距離および未知のWLANデバイ
ス102の初期位置214に基づく未知のWLANデバイスと基準WLANデバイスとの間の推定される
距離との組み合わせを表す。TOA係数行列(BTOA1)は、N X(D+1)行列であり得、ここで、N
は、基準WLANデバイスの数を表し、Dは、基準WLANデバイスの位置を指定するために使用
される座標系の次元を表す。TOA1係数行列の各要素は、式11によって表され得る。TOA1係
数行列(BTOA1)は、TOA1位置誤差行列(ΔYTOA1)の係数を含むことができ、TOA1位置誤差行
列(ΔYTOA1)とTOA1距離誤差行列(ATOA1)との間の関係を表すことができる。
【００９０】
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【数２５】

【００９１】
　1つの実装において、次元(例えば、sの値)は、列ごとに変わることでき、一方、考慮中
の基準デバイス(例えば、iの値)は、行ごとに変わることができる。次元は、特定の列中
では一定のままであることができ、一方、考慮中の基準デバイスは、特定の行中では一定
のままであることができる。そして、TOA1測位ユニット206は、式12にしたがって、TOA1
位置誤差ΔYTOA1および距離較正誤差Δdcを計算することができる。一部の実装において
は、式12を評価する前に、TOA1測位ユニット206は、まず、テイラー級数に基づくTOA1測
位アルゴリズムの収束を保証するために条件
【００９２】
【数２６】

【００９３】
が満足されるかどうかを判定することができることが留意される。
【００９４】
【数２７】

【００９５】
　TOA1測位ユニット206は、(式12にしたがって)TOA1位置誤差および距離較正誤差の値を
計算した後、式5aを使用して、距離較正誤差(Δdc)を初期距離較正定数
【００９６】
【数２８】

【００９７】
と合計することによってTOA1距離較正定数(dc_TOA1)218を計算することができる。さらに
、TOA1測位ユニット206は、式5bを使用して、TOA1位置誤差(ΔYTOA1)を未知のWLANデバイ
ス102の初期位置214
【００９８】

【数２９】

【００９９】
と合計することによって未知のWLANデバイスの推定される位置220(YTOA1)を計算すること
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ができる。1つの実装において、TOA1測位ユニット206の出力の未知のWLANデバイス102の
位置220は、
【０１００】
【数３０】

【０１０１】
として表され得、ここで、
【０１０２】
【数３１】

【０１０３】
は、未知のWLANデバイス102の位置の第sの次元の値を表す。TOA1測位ユニット206は、式3
a～式12を参照して本明細書において説明された演算を1回だけ(すなわち、1回の繰り返し
のみ)実行して、未知のWLANデバイス102の推定される位置を計算することができることが
留意される。
【０１０４】
　図3は、TOA測位メカニズムの例示的な動作を示す流れ図(「フロー」)300を示す。フロ
ー300は、ブロック302において開始する。
【０１０５】
　ブロック302において、未知のネットワークデバイスが、未知のネットワークデバイス
の位置を推定するために基づく通信ネットワークの複数の基準ネットワークデバイスを決
定する。図1の例を参照すると、未知のWLANデバイス102の位置計算ユニット110が、未知
のWLANデバイス102の位置を推定するために基づく基準WLANデバイス104、106、108、およ
び112を特定することができる。一部の実装において、位置計算ユニット110は、複数のWL
ANデバイスに関連する1つまたは複数の性能の測定値を分析することに基づいてワイヤレ
ス通信ネットワーク100内の複数のWLANデバイスから基準WLANデバイス104、106、108、お
よび112を特定することができる。例えば、位置計算ユニット110は、最高の受信信号強度
インジケータ(RSSI)、最低のパケット誤り率(PER)などを有するワイヤレス通信ネットワ
ーク100内のN個のWLANデバイスを特定できる。一部の実装において、ワイヤレス通信ネッ
トワーク100が複数のアクセスポイントを含む場合、アクセスポイントは、それらのアク
セスポイントの存在/位置をワイヤレス通信ネットワーク100内のその他のWLANデバイスに
(例えば、ビーコンメッセージで)アドバータイズしてもよい。位置計算ユニット110は、
これらのビーコンメッセージを検出し、ビーコンメッセージを送信したアクセスポイント
を特定し、(例えば、アクセスポイントのそれぞれから受信されたビーコンメッセージに
関連する性能の測定値を分析することに基づいて)アクセスポイントの少なくとも一部を
基準WLANとして選択することができる。フローは、ブロック304で継続する。
【０１０６】
　ブロック304において、制御メッセージが、複数の基準ネットワークデバイスのそれぞ
れに送信される。例えば、位置計算ユニット110が、制御メッセージを基準WLANデバイス1
04に送信できる。制御メッセージは、未知のWLANデバイス102に関連する識別子、基準WLA
Nデバイス104に関連する識別子、および好適なペイロード(例えば、シンボルの所定の組
み合わせ、ヌルペイロード(NULL payload)など)のうちの1つまたは複数を含むことができ
る。位置計算ユニット110は、制御メッセージが基準WLANデバイス104に送信された時刻を
記録することもできる。同様に、図1を参照すると、位置計算ユニット110は、制御メッセ
ージが基準WLANデバイス106、108、および112に送信された時刻を記録することもできる
。フローは、ブロック306で継続する。
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【０１０７】
　ブロック306において、応答制御メッセージが、複数の基準ネットワークデバイスのそ
れぞれから受信される。例えば、位置計算ユニット110が、応答制御メッセージを基準WLA
Nデバイス104から受信できる。応答制御メッセージは、WLAN肯定応答(ACK)メッセージ、
または基準WLANデバイス104における(ブロック304で送信された)制御メッセージの受信を
示す任意の好適なメッセージであり得る。位置計算ユニット110は、応答制御メッセージ
がWLANデバイス104から未知のWLANデバイス102で受信された時刻を記録することもできる
。同様に、図1を参照すると、位置計算ユニット110は、応答制御メッセージが基準WLANデ
バイス106、108、および112から受信された時刻を記録することもできる。フローは、ブ
ロック308で継続する。
【０１０８】
　ブロック308において、基準ネットワークデバイスのそれぞれに関連する往復伝送時間(
RTT)が、決定される。1つの実装においては、位置計算ユニット110が、(ブロック304で記
録された)制御メッセージが基準WLANデバイス104に送信された時刻と、(ブロック306で記
録された)応答制御メッセージが基準ネットワークデバイス104から受信された時刻とに基
づいて基準WLANデバイス104に関連するRTTを決定することができる。位置計算ユニット11
0は、応答制御メッセージが受信された時刻から制御メッセージが送信された時刻を引く
ことによって基準WLANデバイス104に関連するRTTを計算することができる。その他の実装
においては、位置計算ユニット110が、その他の好適な技術を使用して、基準WLANデバイ
ス104に関連するRTTを決定できることが留意される。同様に、図1を参照すると、位置計
算ユニット110は、基準WLANデバイス106、108、および112に関連するRTTを決定すること
もできる。フローは、ブロック310で継続する。
【０１０９】
　ブロック310において、複数の基準ネットワークデバイスのそれぞれに関して、未知の
ネットワークデバイスと基準ネットワークデバイスとの間の距離が、基準ネットワークデ
バイスに関連するRTTに少なくとも部分的に基づいて計算される。例えば、位置計算ユニ
ット110(例えば、図2の距離計算ユニット202)は、図2の式1aを参照して上で説明されたよ
うに、対応する基準WLANデバイスに関連するRTTに少なくとも部分的に基づいて、未知のW
LANデバイス102と基準ネットワークデバイス104、106、108、および112のそれぞれとの間
の距離を計算できる。その他の実装においては、距離計算ユニット202は、その他の好適
な技術を使用して未知のWLANデバイス102と基準WLANデバイス104、106、108、および112
のそれぞれとの間の距離を決定できることが留意される。フローは、ブロック312で継続
する。
【０１１０】
　ブロック312において、未知のネットワークデバイスの初期位置が、基準ネットワーク
デバイスのすでに分かっている位置に少なくとも部分的に基づいて計算される。例えば、
位置計算ユニット110(例えば、図2のTOA1初期位置計算ユニット204)が、未知のWLANデバ
イス102の初期位置214を計算できる。上述のように、式2aを参照して、未知のWLANデバイ
ス102の初期位置214が、基準WLANデバイスの位置212の関数として計算され得る。一部の
例において、上で式2bに示されたように、未知のWLANデバイス102の初期位置は、基準WLA
Nデバイスの位置の平均として計算され得る。その他の例においては、上で式2cに示され
たように、未知のWLANデバイス102の初期位置は、基準WLANデバイスの位置の別の好適な
重み付けされた(または重み付けされていない)組み合わせとして計算され得る。より詳細
には、上で図2に示されたように、位置計算ユニット110は、TOA1位置誤差行列の各要素が
未知のWLANデバイスの推定される位置の座標(例えば、推定されるX座標)と未知のWLANデ
バイス102の初期位置の初期位置座標(例えば、未知のWLANデバイス102の初期位置のX座標
)との間の差を表すようなTOA1位置誤差行列(ΔYTOA1)を決定することができる。位置計算
ユニット110は、式10にしたがって、TOA1距離誤差行列(ATOA1)を計算することができる。
そして、位置計算ユニット110は、式11にしたがってTOA1係数行列(BTOA1)を計算すること
ができる。位置計算ユニット110は、式2bに示されるように、行列BTOA1と行列BTOA1の転
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置との積の行列式を最大化することに少なくとも部分的に基づいてワイヤレスネットワー
クデバイスの初期位置を計算することができる。フローは、ブロック314で継続する。
【０１１１】
　ブロック314において、第1の到来時間(TOA1)測位アルゴリズムの1回の繰り返しが、未
知のネットワークデバイスの初期位置、および未知のネットワークデバイスと基準ネット
ワークデバイスのそれぞれとの間の距離に少なくとも部分的に基づいて未知のネットワー
クデバイスの位置を推定するために実行される。例えば、位置計算ユニット110(例えば、
図2のTOA1測位ユニット206)が、テイラー級数に基づくTOA1測位アルゴリズムの1回の繰り
返しを実行して未知のWLANデバイス102の位置を計算できる。加えて、TOA1測位ユニット2
06は、初期距離較正定数216を(入力として)受信できる。上で図2に示されたように、初期
距離較正定数216は、ゼロ、所定の値、またはランダムに選択された値であり得る。上で
式3a～式12に示されたように、TOA1測位ユニット206は、(ブロック312で決定された)未知
のWLANデバイス102の初期位置214と、(ブロック310で決定された)基準WLANデバイスのそ
れぞれまでの距離210と、初期距離較正定数216と、基準WLANデバイスのすでに分かってい
る位置212とを入力として使用して、テイラー級数に基づくTOA1測位アルゴリズムの1回の
繰り返しを実行し、未知のWLANデバイス102の位置を計算することができる。したがって
、TOA1測位ユニット206は、テイラー級数に基づくTOA1測位アルゴリズムの1回の繰り返し
を実行することによって、(上述の)初期距離較正定数216に少なくとも部分的に基づいてT
OA1距離較正定数218を決定することもできる。その他の実施形態においては、TOA1測位ユ
ニット206は、その他の好適な技術を使用して、(例えば、以下でさらに説明されるように
)未知のWLANデバイス102の計算された初期位置214に少なくとも部分的に基づいて未知のW
LANデバイス102の位置を推定できることが留意される。ブロック314から、フローは終了
する。
【０１１２】
　図4は、ハイブリッドTOA測位メカニズムを含む位置計算ユニット110の一実施形態の例
示的なブロック図である。位置計算ユニット110は、図2～図3にすでに示された距離計算
ユニット202、TOA1初期位置計算ユニット204、およびTOA1測位ユニット206を含む。加え
て、位置計算ユニット110は、TOA2初期値計算ユニット402およびTOA2測位ユニット404も
含む。図4の例に示されるように、距離計算ユニット202およびTOA1初期位置計算ユニット
204は、TOA1測位ユニット206に結合される。TOA1測位ユニット206および距離計算ユニッ
ト202は、TOA2初期値計算ユニット402と結合される。距離計算ユニット202およびTOA2初
期値計算ユニット402は、TOA2測位ユニット404と結合される。
【０１１３】
　距離計算ユニット202は、図2の式1aによって上で説明されたように、基準WLANデバイス
に関連する対応するRTT208に少なくとも部分的に基づいて、未知のWLANデバイス102と基
準WLANデバイス104、106、108、および112のそれぞれとの間の距離210を計算することが
できる。TOA1初期位置計算ユニット204は、図2の式2a、式2b、および式2cによって上で説
明されたように、基準WLANデバイス104、106、108、および112のそれぞれの位置212に少
なくとも部分的に基づいて未知のWLANデバイス102の初期位置214を計算することができる
。TOA1測位ユニット206は、テイラー級数に基づくTOA1測位アルゴリズムの1回の繰り返し
を使用して、図2の式3a～式12によって上で説明されたように、未知のWLANデバイス102の
初期位置212、初期距離較正定数216、および距離210に少なくとも部分的に基づいて、未
知のWLANデバイス102のTOA1位置220および距離較正定数218を推定することができる。ハ
イブリッドTOAメカニズムにおいては、TOA1測位ユニット206の出力の距離較正定数218お
よび位置220は、それぞれ、「中間距離較正定数」および「未知のWLANデバイスの第1の中
間位置」と呼ばれ得る。
【０１１４】
　TOA2初期値計算ユニット402は、TOA2測位ユニット404に入力として与えられる距離較正
定数(「目標の距離較正定数」)および初期位置(「未知のWLANデバイスの第2の中間位置」
)を計算することができる。TOA2初期値計算ユニット402は、(距離計算ユニット202によっ
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て決定された)基準WLANデバイス104、106、108、および112のそれぞれまでの推定される
距離
【０１１５】
【数３２】

【０１１６】
210と、未知のWLANデバイス102の第1の中間位置(YTOA1)220と、(TOA1測位ユニット206に
よって計算された)中間距離較正定数218とに少なくとも部分的に基づいて目標の距離較正
定数および未知のWLANデバイスの第2の中間位置を計算することができる。加えて、基準W
LANデバイス104、106、108、および112の位置(Xi)210が、TOA2初期値計算ユニット402に
入力パラメータとして与えられる。図4に示されるように、TOA2初期値計算ユニット402は
、目標の距離較正定数(dc)406と、未知のWLANデバイス102の第2の中間位置
【０１１７】
【数３３】

【０１１８】
408とを推定することができる。一部の実装において、目標の距離較正定数406は、式13a
に示されるように、中間距離較正定数218と、未知のWLANデバイスの第1の中間位置220と
、基準WLANデバイスのすでに分かっている位置212と、基準WLANデバイスまでの距離210と
の関数g(.)として表され得る。一例において、TOA2初期値計算ユニット402は、式13bによ
って示されるように、A)基準WLANデバイスのすでに分かっている位置および未知のWLANデ
バイスの第1の中間位置に基づく未知のWLANデバイスと基準WLANデバイスとの間の推定さ
れる距離(｜｜Xi-YTOA1｜｜)と、B)基準WLANデバイスに関連するRTTに基づく未知のWLAN
デバイスと基準WLANデバイスとの間の測定される距離との差の加重和として目標の距離較
正定数406の値の値を計算することができる。別の例として、TOA2初期値計算ユニット402
は、式13cによって示されるように、中間距離較正定数218を目標の距離較正定数406とし
て割り振ることができる。
【０１１９】

【数３４】

【０１２０】
　式13bにおいて、βiは、基準WLANデバイスのそれぞれに関連する重み係数を表し、重み
係数のそれぞれがゼロ以上であり、すべての重み係数の合計が1に等しいように選択され
得る。一例において、それぞれの基準WLANデバイスに関連する重み係数βiは、式13dによ
って示されるように、基準WLANデバイスの数の逆数として計算され得る。別の例において
は、それぞれの基準WLANデバイスに関連する重み係数βiは、式13eにしたがって計算され
得る。
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【０１２１】
【数３５】

【０１２２】
　式13eを参照すると、重み係数は、基準WLANデバイスへの距離の測定値(例えば、基準WL
ANデバイスの位置の確実性)に基づいて決定され得る。言い換えると、未知のWLANデバイ
ス102とi番目の基準WLANデバイスとの間の距離(｜｜Xi-YTOA1｜｜)が、重み係数を計算す
るために使用され得、i番目の基準WLANデバイスに関連する測定値の確実性の指示として
使用され得る。例えば、基準WLANデバイス104が未知のWLANデバイス102に近い場合、｜｜
Xi-YTOA1｜｜は小さい値を有し、その逆数は大きな値を有し、結果として、基準WLANデバ
イス104は、より大きな重み係数(例えば、より高い重要性)に関連付けられる。別の例と
して、基準WLANデバイス108が未知のWLANデバイス102から遠く離れている場合、｜｜Xi-Y

TOA1｜｜は大きな値を有し、その逆数は小さな値を有し、結果として、基準WLANデバイス
108は、小さな重み係数(例えば、低い重要性)に関連付けられる。係数
【０１２３】

【数３６】

【０１２４】
は、未知のWLANデバイス102と基準WLANデバイスのそれぞれとの間の距離の逆数の合計で
ある一定の乗法因子である。その他の実装においては、TOA2初期値計算ユニット402は、
その他の好適な技術を使用して、基準WLANデバイスのそれぞれに関連する重み係数βiを
計算できることが留意される。
【０１２５】
　加えて、TOA2初期値計算ユニット402は、式14aに示されるように、未知のWLANデバイス
102の第2の中間位置
【０１２６】
【数３７】

【０１２７】
408を、(TOA1測位ユニット206によって計算された)未知のWLANデバイス102の第1の中間位
置(YTOA1)220と基準WLANデバイスの位置210との関数h(.)としてさらに決定する。一部の
実装において、未知のWLANデバイス102の第2の中間位置408は、式14bに示されるように、
基準WLANデバイスの位置210の平均として計算され得る。別の実装においては、式14cに示
されるように、未知のWLANデバイス102の第1の中間位置(YTOA1)220が、未知のWLANデバイ



(25) JP 5980929 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

ス102の第2の中間位置408として指定され得る。
【０１２８】
【数３８】

【０１２９】
一部の実装において、未知のWLANデバイス102の第2の中間位置は、
【０１３０】

【数３９】

【０１３１】
として表され得、ここで、
【０１３２】

【数４０】

【０１３３】
は、未知のWLANデバイス102の第2の中間位置の第sの次元の値を表すことが留意される。
一部の実装においては、TOA2初期値計算ユニット402は、その他の好適な技術を使用して
、未知のWLANデバイス102の第2の中間位置408を計算できることも留意される。例えば、
未知のWLANデバイス102の第2の中間位置408は、基準WLANデバイスの位置の加重平均とし
て計算され得、重みは、基準WLANデバイスの位置の確実性に基づいて、および/または基
準WLANデバイスと未知のWLANデバイス102との間の距離に基づいて選択される。別の例と
しては、未知のWLANデバイス102の第2の中間位置408は、第1の中間位置(YTOA1)220と基準
WLANデバイスの位置212との組み合わせとして計算され得る。
【０１３４】
　TOA2測位ユニット404は、テイラー級数に基づくTOA2測位アルゴリズムを使用して、未
知のWLANデバイス102の第2の中間位置408と、目標の距離較正定数406と、基準WLANデバイ
ス104、106、108、および112までの距離210とに少なくとも部分的に基づいて未知のWLAN
デバイス102の位置を繰り返し計算することができる。図4に示されるように、それぞれの
基準WLANデバイスiに関して、距離計算ユニット202によって計算された距離210が、TOA2
測位ユニット404に1組の入力として与えられる。TOA2初期値計算ユニット402によって計
算された未知のWLANデバイス102の第2の中間位置408および目標の距離較正定数406も、TO
A2測位ユニット404に入力として与えられる。加えて、基準WLANデバイス104、106、108、
および112のすでに分かっている位置212も、TOA2測位ユニット404に入力として与えられ
る。そして、TOA2測位ユニット404は、式15によって示される式を繰り返し実行して、数
回の繰り返しの後、未知のWLANデバイス102の真の位置(YTOA2)410に徐々に近づくことが
できる。式15にしたがって、TOA2測位ユニット404は、A)i番目の基準WLANデバイスに関連
するRTTに基づいて式1で決定されるi番目の基準WLANデバイスまでの測定される距離と、B
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までの推定される距離との間の推定誤差の合計を最小化するYTOA2の値を特定しようと試
みることができる。式15において、｜｜Xi-YTOA2｜｜は、i番目の基準WLANデバイスの位
置(Xi)と未知のWLANデバイス102の真の位置(すなわち、決定されるべき位置YTOA2)との間
の距離を表す。
【０１３５】
【数４１】

【０１３６】
　一部の実装においては、推定誤差がないと仮定することによって{例えば、
【０１３７】

【数４２】

【０１３８】
と仮定することによって}、TOA2測位ユニット404は、式15を単純化することができ、代わ
りに、iのすべての値に対して式16を解いて未知のWLANデバイス102の位置を推定すること
ができる。
【０１３９】
【数４３】

【０１４０】
未知のWLANデバイスの位置410(YTOA2)は、式17に示されるように、未知のWLANデバイスの
第2の中間位置408
【０１４１】
【数４４】

【０１４２】
とTOA2位置誤差(ΔYTOA2)との合計として表され得る。一部の実装において、TOA2位置誤
差は、ΔYTOA2={ΔyTOA2

s,s=0,1,...,D-1}として表され得、ここで、ΔyTOA2
sは、TOA2位

置誤差の第sの次元の値を表すことが留意される。TOA2測位ユニット404は、式16に式17を
代入して式18を得ることができる。
【０１４３】
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【０１４４】
　そして、TOA2測位ユニット404は、テイラー級数展開を使用することができ、2次以上の
項を無視して式19を得ることができる。TOA2測位ユニット404は、基準WLANデバイス104、
106、108、および112のそれぞれに関して式19にしたがって式を生成することができ、複
数の生成された式を行列形式で編成して式20を得ることができる。
【０１４５】
【数４６】

【０１４６】
一部の実装において、行列ΔYTOA2

Tは、未知のWLANデバイス102に関連するTOA2位置誤差
行列(すなわち、未知のWLANデバイス102の推定される位置と未知のWLANデバイス102の第2
の中間位置との間の差)の転置を表すD X 1列行列であってもよい。図2を参照して説明さ
れたように、TOA2距離誤差行列(ATOA2)は、N X 1列行列であり得、ここで、行列ATOA2の
各要素(すなわち、各行)は、基準WLANデバイスのうちの1つに関連付けられ、式21aによっ
て表される。TOA2係数行列(BTOA2)は、N X D行列であり得、ここで、Nは、基準WLANデバ
イスの数を表し、Dは、基準WLANデバイスの位置を指定するために使用される座標系の次
元を表す。N X D行列BTOA2の各要素は、式21bによって表され得る。
【０１４７】
【数４７】

【０１４８】
　図2を参照して上で説明されたように、1つの実装において、次元(例えば、sの値)は、
列ごとに変わることができ、特定の列中では一定のままであることができる。考慮中の基
準デバイス(例えば、iの値)は、行ごとに変わることができ、特定の行中では一定のまま
であることができる。そして、TOA2測位ユニット404は、式22にしたがって、TOA2位置誤
差ΔYTOA2を計算することができる。
【０１４９】
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【数４８】

【０１５０】
　それから、TOA2測位ユニット404は、式17を使用して、式22にしたがって決定されたTOA
2位置誤差(ΔYTOA2)を未知のWLANデバイス102の第2の中間位置408
【０１５１】

【数４９】

【０１５２】
と合計することによって未知のWLANデバイス(YTOA2)の位置410を繰り返し推定することが
できる。1つの実装において、TOA2測位ユニット404の出力の未知のWLANデバイス102の位
置410は、
【０１５３】

【数５０】

【０１５４】
として表され得、ここで、
【０１５５】
【数５１】

【０１５６】
は、未知のWLANデバイスの位置の第sの次元の値を表す。
【０１５７】
　次の繰り返しにおいて、TOA2測位ユニット404は、前の繰り返しで計算されたTOA2測位
ユニット404の出力を、TOA2測位ユニット404の入力の未知のWLANデバイス102の初期位置
として使用することができ
【０１５８】
【数５２】

【０１５９】
、TOA2位置誤差が閾値の誤差値未満になるまで、または閾値の回数の繰り返しが実行され
るまで、式17および式22を使用して次の繰り返しのTOA2位置誤差(ΔYTOA2

T)および未知の
WLANデバイス102の推定される位置(YTOA2)を決定することができる。
【０１６０】
　図5および図6は、ハイブリッドTOA測位メカニズムの例示的な動作を示す流れ図(「フロ
ー」)500を示す。フロー500は、図5のブロック502において開始する。
【０１６１】
　ブロック502において、未知のネットワークデバイスが、未知のネットワークデバイス
の位置を推定するために基づく通信ネットワークの複数の基準ネットワークデバイスを決
定する。図1の例を参照すると、未知のWLANデバイス102の位置計算ユニット110が、未知
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のWLANデバイス102の位置を推定するために基づく基準WLANデバイス104、106、108、およ
び112を特定することができる。上で図3に示されたように、位置計算ユニット110は、最
良の性能の測定値(例えば、RSSI、PERなど)に関連するWLANデバイスとして、複数のWLAN
デバイスから基準WLANデバイス104、106、108、および112を選択することができる。フロ
ーは、ブロック504で継続する。
【０１６２】
　ブロック504において、複数の基準ネットワークデバイスのそれぞれに関連する往復伝
送時間(RTT)が、決定される。1つの実装においては、上で図3のブロック304～308に示さ
れたように、位置計算ユニット110が、制御メッセージが基準WLANデバイスのそれぞれに
送信された時刻と、対応する応答制御メッセージが未知のWLANデバイス102において受信
された時刻とを記録することができる。したがって、位置計算ユニット110は、基準WLAN
デバイス104、106、108、および112のそれぞれに関連するRTTを決定することができる。
その他の実装においては、位置計算ユニット110が、その他の好適な技術を使用して、基
準WLANデバイス104、106、108、および112に関連するRTTを決定できることが留意される
。フローは、ブロック506で継続する。
【０１６３】
　ブロック506において、複数の基準ネットワークデバイスのそれぞれに関して、未知の
ネットワークデバイスと基準ネットワークデバイスとの間の距離が、基準ネットワークデ
バイスに関連するRTTに少なくとも部分的に基づいて計算される。例えば、位置計算ユニ
ット110(例えば、図4の距離計算ユニット202)は、図2の式1aおよび図3のブロック310を参
照して上で説明されたように、未知のWLANデバイス102と複数の基準WLANデバイスのそれ
ぞれとの間の距離を決定できる。フローは、ブロック508で継続する。
【０１６４】
　ブロック508において、未知のネットワークデバイスの初期位置が、基準ネットワーク
デバイスのすでに分かっている位置に少なくとも部分的に基づいて計算される。例えば、
位置計算ユニット110(例えば、図4のTOA1初期位置計算ユニット204)が、上で図2の式2a～
2cおよび図3のブロック312を参照して説明されたように、未知のWLANデバイス102の初期
位置を計算できる。フローは、ブロック510で継続する。
【０１６５】
　ブロック510において、基準ネットワークデバイスに関連する初期距離較正定数が、決
定される。例えば、位置計算ユニット110が、基準ネットワークデバイスに関連する初期
距離較正定数216を決定できる。図2を参照して上で説明されたように、初期距離較正定数
216は、ゼロ、予め決められた値、またはランダムに選択された値などであり得る。フロ
ーは、ブロック512で継続する。
【０１６６】
　ブロック512において、第1の到来時間(TOA1)測位アルゴリズムの1回の繰り返しが、未
知のネットワークデバイスの初期位置と、初期距離較正定数と、基準ネットワークデバイ
スのそれぞれまでの距離とに少なくとも部分的に基づいて未知のネットワークデバイスの
第1の中間位置および中間距離較正定数を推定するために実行される。TOA1測位アルゴリ
ズムが、以下で説明されるように、最終的にTOA2測位アルゴリズムに与えられ得る距離較
正定数の中間値を決定するために使用されるてもよい。一部の実装において、位置計算ユ
ニット110(例えば、図2のTOA1測位ユニット206)は、テイラー級数に基づくTOA1測位アル
ゴリズムの1回の繰り返しを実行して、図2の式3aから式12によって上で説明されたように
、未知のWLANデバイス102の第1の中間位置220および中間距離較正定数218を推定すること
ができる。その他の実装においては、TOA1測位ユニット206は、その他の好適な技術を使
用して、未知のWLANデバイス102の初期位置214に少なくとも部分的に基づいて未知のWLAN
デバイス102の第1の中間位置220および中間距離較正定数218を推定できることが留意され
る。フローは、図6のブロック514で継続する。
【０１６７】
　ブロック514において、目標の距離較正定数が、中間距離較正定数と、未知のネットワ
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ークデバイスの第1の中間位置と、基準ネットワークデバイスの位置と、基準ネットワー
クデバイスのそれぞれまでの距離とに少なくとも部分的に基づいて計算される。例えば、
位置計算ユニット110(例えば、TOA2初期値計算ユニット402)が、図4の式13a～式13eを参
照して上で説明されたように、目標の距離較正定数406を計算できる。TOA2初期値計算ユ
ニット402は、その他の好適な技術を使用して目標の距離較正定数406を推定できることが
留意される。そして、目標の距離較正定数406が、ブロック518で説明されるように、未知
のWLANデバイス102の位置を繰り返し推定するために第2の到来時間(TOA2)測位アルゴリズ
ムへの入力パラメータとして使用され得る。フローは、ブロック516で継続する。
【０１６８】
　ブロック516において、未知のネットワークデバイスの第2の中間位置が、未知のネット
ワークデバイスの第1の中間位置と基準ネットワークデバイスの位置とに少なくとも部分
的に基づいて決定される。例えば、位置計算ユニット110(例えば、TOA2初期値計算ユニッ
ト402)が、図4の式14a～14cによって上で説明されたように、未知のWLANデバイス102の第
2の中間位置408を計算できる。TOA2初期値計算ユニット402は、その他の好適な技術を使
用して、未知のWLANデバイス102の第2の中間位置408を決定できることが留意される。そ
して、未知のWLANデバイス102の第2の中間位置408が、ブロック518で説明されるように、
未知のWLANデバイス102の位置を繰り返し推定するためにTOA2測位アルゴリズムへの入力
パラメータとして与えられ得る。フローは、ブロック518で継続する。
【０１６９】
　ブロック518において、TOA2測位アルゴリズムが、未知のネットワークデバイスの第2の
中間位置と目標の距離較正定数とに少なくとも部分的に基づいて未知のネットワークデバ
イスの推定される位置を計算するために繰り返し実行される。例えば、図4の式15～式22
を参照して上で説明されたように、位置計算ユニット110(例えば、TOA2測位ユニット404)
が、テイラー級数に基づくTOA2測位アルゴリズムの複数回の繰り返しを実行して、(ブロ
ック516で決定された)未知のネットワークデバイスの第2の中間位置と、(ブロック514で
決定された)目標の距離較正定数と、基準ネットワークデバイスの位置とに少なくとも部
分的に基づいて未知のWLANデバイス102の位置410を計算できる。TOA2初期値計算ユニット
402は、その他の好適な技術を使用して、未知のWLANデバイス102の推定される位置410を
決定できることが留意される。ブロック518から、フローは終了する。
【０１７０】
　図1～図6は、実施形態の理解を助けることを意図された例であり、実施形態を限定する
、または特許請求の範囲を限定するために使用されるべきでないことを理解されたい。実
施形態は、追加の動作を実行してもよく、より少ない動作を実行してもよく、動作を異な
る順序で実行してもよく、動作を並列に実行してもよく、一部の動作を異なるように実行
してもよい。一部の実装において、位置計算ユニット110は、(それぞれの基準WLANデバイ
スに関して)複数のRTTの測定値および複数の距離の測定値を決定できることが留意される
。例えば、位置計算ユニット110は、所定の数の制御メッセージを基準WLANデバイス104に
送信でき、対応する数の応答制御メッセージを受信できる。したがって、位置計算ユニッ
ト110は、基準WLANデバイス104に関連する所定の数のRTTの測定値を計算できる。一部の
実装において、位置計算ユニット110は、後続の動作のために平均RTT値を決定し、使用で
きる。その他の実装において、位置計算ユニット110は、RTTの測定値のそれぞれに関して
基準WLANデバイス104までの距離を決定し、後続の動作のために基準WLANデバイス104まで
の平均距離を使用できる。
【０１７１】
　図面は未知のWLANデバイス102が本明細書において説明された動作を実行して未知のWLA
Nデバイス102の位置を推定することに関連するが、実施形態はそのように限定されない。
その他の実施形態においては、未知のWLANデバイス102の位置を決定するための機能が、1
つまたは複数のその他の好適な電子デバイスによって実行され得る。一部の実装において
は、基準WLANデバイス、集中サーバ、および/または別の好適な電子デバイスのうちの1つ
または複数が、未知のWLANデバイス102の位置を決定するための動作の一部/すべてを実行
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できる。例えば、未知のWLANデバイス102が、基準WLANデバイス104、106、108、および11
2のそれぞれに関連するRTTを決定でき、RTTの値を集中サーバ(または処理がオフロードさ
れた別のデバイス)に提供できる。そして、集中サーバが、(図1～図6によって示されたよ
うに)未知のWLANデバイス102の位置を計算でき、計算された位置を未知のWLANデバイス10
2に伝達できる。
【０１７２】
　実施形態は、すべてハードウェアの実施形態、ソフトウェアの実施形態(ファームウェ
ア、常駐ソフトウェア、マイクロコードなどを含む)、またはすべてが概して本明細書に
おいて「回路」、「モジュール」、もしくは「システム」と呼ばれることがあるソフトウ
ェアの態様とハードウェアの態様とを組み合わせる実施形態の形態をとってもよい。さら
に、発明の対象の実施形態は、コンピュータが使用可能なプログラムコードを媒体内に具
現化する任意の有形の表現媒体で具現化されるコンピュータプログラム製品の形態をとっ
てもよい。説明された実施形態は、あらゆる考え得る変更形態が本明細書に列挙されてい
る訳ではないので、ここに記載されているか否かにかかわらず、実施形態によるプロセス
を実行するようにコンピュータシステム(またはその他の電子デバイス)をプログラミング
するために使用され得る命令を記憶する機械可読媒体を含み得るコンピュータプログラム
製品またはソフトウェアとして提供されてもよい。機械可読媒体は、機械(例えば、コン
ピュータ)によって読み取り可能な形態(例えば、ソフトウェア、処理アプリケーション)
で情報を記憶または送信するための任意のメカニズムを含む。機械可読媒体は、機械可読
ストレージ媒体または機械可読信号媒体であってもよい。機械可読ストレージ媒体は、例
えば、磁気ストレージ媒体(例えば、フロッピー(登録商標)ディスケット)、光ストレージ
媒体(例えば、CD-ROM)、光磁気ストレージ媒体、読み出し専用メモリ(ROM)、ランダムア
クセスメモリ(RAM)、消去可能なプログラマブルメモリ(例えば、EPROMおよびEEPROM)、フ
ラッシュメモリ、または電子的な命令を記憶するのに好適なその他の種類の有形の媒体を
含み得るがこれらに限定されない。機械可読信号媒体は、コンピュータ可読プログラムコ
ードが具現化される伝播されるデータ信号、例えば、電気的、光学的、音響的、またはそ
の他の形態の伝播される信号(例えば、搬送波、赤外線信号、デジタル信号など)を含み得
る。機械可読信号媒体に具現化されるプログラムコードは、電線、ワイヤレス、光ファイ
バケーブル、RF、またはその他の通信媒体を含むがこれらに限定されない任意の好適な媒
体を用いて送信され得る。
【０１７３】
　実施形態の動作を実行するためのコンピュータプログラムコードは、Java(登録商標)、
Smalltalk、C++などのオブジェクト指向プログラミング言語と、「C」プログラミング言
語または同様のプログラミング言語などの通常の手続き型プログラミング言語とを含む1
つまたは複数のプログラミング言語の任意の組み合わせで記述され得る。プログラムコー
ドは、すべてユーザのコンピュータ上で、スタンドアロンのソフトウェアパッケージとし
てユーザのコンピュータ上で部分的に、ユーザのコンピュータ上で部分的にかつ遠隔のコ
ンピュータ上で部分的に、またはすべて遠隔のコンピュータもしくはサーバ上で実行され
得る。最後の場合では、遠隔のコンピュータが、ローカルエリアネットワーク(LAN)、パ
ーソナルエリアネットワーク(PAN)、もしくは広域ネットワーク(WAN)を含む任意の種類の
ネットワークを介してユーザのコンピュータに接続され得るか、または外部コンピュータ
への接続が(例えば、インターネットサービスプロバイダを使用してインターネットを介
して)行われ得る。
【０１７４】
　図7は、ワイヤレス通信ネットワークにおいて電子デバイスの位置を決定するためのメ
カニズムを含む電子デバイス700の一実施形態のブロック図である。一部の実装において
、電子デバイス700は、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、ネットブ
ック、携帯電話、スマート家電、ゲームコンソール、またはワイヤレス通信能力を含むそ
の他の電子システムのうちの1つであってもよい。電子デバイス700は、プロセッサユニッ
ト702(おそらくは複数のプロセッサ、複数のコア、複数のノードを含み、および/または
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マルチスレッドなどを実装する)を含む。電子デバイス700は、メモリユニット706を含む
。メモリユニット706は、システムメモリ(例えば、キャッシュ、SRAM、DRAM、ゼロキャパ
シタRAM(zero capacitor RAM)、ツイントランジスタRAM(Twin Transistor RAM)、eDRAM、
EDO RAM、DDR RAM、EEPROM、NRAM、RRAM(登録商標)、SONOS、PRAMなどのうちの1つもしく
は複数)または機械可読媒体の上ですでに説明されたあり得る実現方法のうちの任意の1つ
もしくは複数であってもよい。電子デバイス700は、バス710(例えば、PCI、ISA、PCI-Exp
ress、HyperTransport(登録商標)、InfiniBand(登録商標)、NuBus、AHB、AXIなど)と、ワ
イヤレスネットワークインターフェース(例えば、WLANインターフェース、Bluetooth(登
録商標)インターフェース、WiMAXインターフェース、ZigBee(登録商標)インターフェース
、ワイヤレスUSBインターフェースなど)および有線ネットワークインターフェース(例え
ば、電力線通信インターフェース、イーサネット(登録商標)インターフェースなど)のう
ちの少なくとも1つを含むネットワークインターフェース704とをさらに含む。
【０１７５】
　電子デバイス700は、通信ユニット708も含む。通信ユニット708は、位置計算ユニット7
12を含む。一部の実装において、位置計算ユニット712は、図1～図3を参照して説明され
たように、第1のTOA測位アルゴリズムの1回の繰り返しを実行して、電子デバイス700の計
算された初期位置、電子デバイス700と複数の基準WLANデバイスのそれぞれとの間の距離
、および複数の基準WLANデバイスのそれぞれの位置に少なくとも部分的に基づいて電子デ
バイス700の位置を推定することができる。その他の実装においては、位置計算ユニット7
12は、図1および図4～図6を参照して上で説明されたように、ハイブリッドTOA測位アルゴ
リズムを実行して電子デバイス700の位置を推定できる。これらの機能のうちの任意の機
能は、ハードウェアおよび/またはプロセッサユニット702で部分的に(またはすべて)実装
されてもよい。例えば、機能は、特定用途向け集積回路、プロセッサユニット702で実装
された論理、周辺デバイスまたはカードのコプロセッサなどで実装されてもよい。さらに
、実現方法は、より少ない構成要素、または図7に示されていない追加の構成要素(例えば
、ビデオカード、オーディオカード、追加ネットワークインターフェース、周辺デバイス
など)を含んでもよい。プロセッサユニット702、メモリユニット706、およびネットワー
クインターフェース704は、バス710に結合される。バス710に結合されているように示さ
れているが、メモリユニット706は、プロセッサユニット702に結合されてもよい。
【０１７６】
　実施形態がさまざまな実装および利用に関連して説明されているが、これらの実施形態
は例示的であり、発明の対象の範囲はこれらの実施形態に限定されないことが、理解され
るであろう。概して、本明細書において説明されたTOAに基づく測位システムに関する技
術またはハイブリッドTOAに基づく測位システムに関する技術は、任意の1つのハードウェ
アシステムまたは複数のハードウェアシステムに適合する設備によって実装されてもよい
。多くの変更、修正、追加、および改良が、あり得る。
【０１７７】
　本明細書において単一のインスタンスとして説明された構成要素、動作、または構造に
関して、複数のインスタンスが提供され得る。最後に、さまざまな構成要素、動作、およ
びデータストアの間の境界は、ある程度任意的であり、特定の例示的な構成の場合の特定
の動作が、示されている。機能のその他の割り当てが考えられ、発明の対象の範囲内に入
ってもよい。概して、例示的な構成において別個の構成要素として示された構造および機
能は、組み合わされた構造または構成要素として実装され得る。同様に、単一の構成要素
として示された構造および機能は、別個の構成要素として実装され得る。これらのおよび
その他の変更、修正、追加、および改良は、発明の対象の範囲内に入ってもよい。
【符号の説明】
【０１７８】
　　100　ワイヤレス通信ネットワーク
　　102　WLANデバイス
　　104　基準WLANデバイス
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　　106　基準WLANデバイス
　　108　基準WLANデバイス
　　110　位置計算ユニット
　　112　基準WLANデバイス
　　202　距離計算ユニット
　　204　TOA1初期位置計算ユニット
　　206　TOA1測位ユニット
　　208　RTT
　　210　距離
　　212　位置
　　214　初期位置
　　218　距離較正定数
　　220　位置
　　402　TOA2初期値計算ユニット
　　404　TOA2測位ユニット
　　406　目標の距離較正定数
　　408　第2の中間位置
　　410　真の位置
　　700　電子デバイス
　　702　プロセッサユニット
　　706　メモリユニット
　　708　通信ユニット
　　710　バス
　　712　位置計算ユニット

【図１】 【図２】
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