
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも１個のＧＰＳ衛星から少なくとも１個の信号を受信する地上位置サーバーと、

ＧＰＳ受信器セクショ
ンを含む無線通信機器とを含み、
前記ＧＰＳ受信器セクションは、第１のモードと第２のモードの間を選択的に切り替わる
ことが可能であり、
前記第１のモードはスタンドアロンモードと自律モードを備える第１のグループから選択
され、前記第２のモードはネットワーク支援モードとネットワーク集中モードを備える第
２のグループから選択され、
前記第１のモードから前記第２のモードへの前記選択的切り替わりは所定のイベントが生
起した場合に生起し、
前記第２のモードから前記第１のモードへの前記選択的切り替わりは前記無線通信機器の
地上位置の特定とほぼ同時に 生起し、
前記無線通信機器は前記無線通信機器の特定された地上位置を へ選択的
に送信することが可能であ
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ネットワークを介して前記地上位置サーバーと通信可能であって、

自動的に
前記ネットワーク

り、
前記スタンドアロンモードにおいては、前記ネットワークからの支援を用いることなく前
記無線通信機器において地上位置の特定が実行され、
前記自律モードにおいては、前記ネットワークからの支援を用いることなく前記無線通信
機器において地上位置の特定が実行され、特定された地上位置が前記無線通信機器から前



、地上位置シス
テム。
【請求項２】
前記ＧＰＳ受信器の前記選択的切り替わりは前記無線通信機器により自動的に行なわれる
、請求項１に記載の地上位置システム。
【請求項３】
前記ＧＰＳ受信器の前記選択的切り替わりは前記無線通信機器において手動で 行なわれ
る、請求項１に記載の地上位置システム。
【請求項４】
前記無線通信機器の特定された地上位置の前記選択的送信は前記無線通信機器により自動
的に行なわれる、請求項１に記載の地上位置システム。
【請求項５】
前記無線通信機器の特定された地上位置の前記選択的送信は前記無線通信機器において手
動で行なわれる、請求項１に記載の地上位置システム。
【請求項６】
前記所定のイベントは利用者により手動で選択される、請求項１に記載の地上位置システ
ム。
【請求項７】
前記所定のイベントは少なくとも１個のＧＰＳ衛星信号の初期捕捉である、請求項１に記
載の地上位置システム。
【請求項８】
前記第２のグループはさらに逆支援モードを含む、請求項７に記載の地上位置システム。
【請求項９】
前記無線通信機器は第二の情報源から情報を受信することができる、請求項８に記載の地
上位置システム。
【請求項１０】
前記第二の情報源は、ブルーツース（ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）ネットワーク、専用移動無線
ネットワーク、個人通信システム（ＰＣＳ）ネットワーク、無線ローカルエリア・ネット
ワーク、赤外線ネットワーク、ポケットベルネットワーク、双方向ポケットベルネットワ
ーク、あるいはＦＭ放送ネットワークを含むグループから選択されている、請求項９に記
載の地上位置システム。
【請求項１１】
前記無線通信機器の地上位置は、ＧＰＳ衛星信号および前記第二の情報源を用いて特定さ
れる、請求項１０に記載の地上位置システム。
【請求項１２】
前記無線通信機器は、前記無線通信機器の特定された地上位置を選択的に表示する、請求
項１に記載の地上位置システム。
【請求項１３】
移動機器の地上位置を特定する方法であって、

少なくとも１個のＧＰＳ衛星から少なくとも１個の信号を受信する
ステップと、
前記移動機器の地上位置を特定するステップと、
前記移動機器の前記特定された地上位置を無線ネットワークを介して地上位置サーバーへ
選択的に送信するステップとを含み、
前記移動機器は、第１のモードと第２のモードの間で選択的に切り替わることが可能であ
り、
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記ネットワークへ送信され、
前記ネットワーク支援モードにおいては、前記ネットワークから前記無線通信機器への支
援を用いて前記無線通信機器において地上位置の特定が実行され、
前記ネットワーク集中モードにおいては、前記無線通信機器によって受信されたＧＰＳ衛
星信号に基づいて前記ネットワークにおいて地上位置の特定が実行される

も

前記移動機器によって



前記第１のモードはスタンドアロンモードと自律モードを備える第１のグループから選択
され、前記第２のモードはネットワーク支援モードとネットワーク集中モードを備える第
２のグループから選択され、
前記第１のモードから前記第２のモードへの前記選択的切り替わりは所定のイベントが生
起した場合に生起し、
前記第２のモードから前記第１のモードへの前記選択的切り替わりは前記移動機器の地上
位置の特定とほぼ同時に 生起し、
前記地上位置は、前記選択されたモードを用いて特定さ

、
ことを特徴とする方法。
【請求項１４】

前記地上位置の特定は、前記移動機器により行なわれる、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
前記地上位置の前記選択的送信は前記移動機器により行なわれ、前記地上位置は前記移動
機器から前記 へ送信される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
無線通信機器であって、
無線通信ネットワークと通信するための呼処理セクションと、
ＧＰＳ受信器セクションとを含み、
前記ＧＰＳ受信器セクションは、第１のモードと第２のモードの間を選択的に切り替え可
能であり、
前記第１のモードはスタンドアロンモードと自律モードを備える第１のグループから選択
され、前記第２のモードはネットワーク支援モードとネットワーク集中モードを備える第
２のグループから選択され、
前記第１のモードから前記第２のモードへの前記選択的切り替わりは所定のイベントが生
起した場合に生起し、
前記第２のモードから前記第１のモードへの前記選択的切り替わりは前記無線通信機器の
前記地上位置の特定とほぼ同時に 生起し、
前記無線通信機器は、前記無線通信機器の前記特定された地上位置を前記呼処理セクショ
ンへ選択的に送信して前記無線通信ネットワーク経由の転送が可能であ

、無線通信機器。
【発明の詳細な説明】
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自動的に
れ、

前記スタンドアロンモードにおいては、前記ネットワークからの支援を用いることなく前
記移動機器において地上位置の特定が実行され、
前記自律モードにおいては、前記ネットワークからの支援を用いることなく前記移動機器
において地上位置の特定が実行され、特定された地上位置が前記移動機器から前記ネット
ワークへ送信され、
前記ネットワーク支援モードにおいては、前記ネットワークから前記移動機器への支援を
用いて前記移動機器において地上位置の特定が実行され、
前記ネットワーク集中モードにおいては、前記移動機器によって受信されたＧＰＳ衛星信
号に基づいて前記ネットワークにおいて地上位置の特定が実行される

前記スタンドアロンモード、前記自律モードおよび前記ネットワーク支援モードにおいて
、

ネットワーク

自動的に

り、
前記スタンドアロンモードにおいては、前記ネットワークからの支援を用いることなく前
記無線通信機器において地上位置の特定が実行され、
前記自律モードにおいては、前記ネットワークからの支援を用いることなく前記無線通信
機器において地上位置の特定が実行され、特定された地上位置が前記無線通信機器から前
記ネットワークへ送信され、
前記ネットワーク支援モードにおいては、前記ネットワークから前記無線通信機器への支
援を用いて前記無線通信機器において地上位置の特定が実行され、
前記ネットワーク集中モードにおいては、前記無線通信機器のＧＰＳ受信器セクションに
よって受信されたＧＰＳ衛星信号に基づいて前記ネットワークにおいて地上位置の特定が
実行される



【０００１】
（関連出願との相互参照）
本出願は米国特許法第１１９条（ｅ）に基づき、２０００年８月１４日受理の米国仮出願
第６０／２２５，０７６号、“無線ネットワーク用マルチモード全地球測位システム”（
Ａｓｈｕｔｏｓｈ　Ｐａｎｄｅ他）を優先権主張し、同出願を本明細書に添付する。
【０００２】
（技術分野）
本発明は一般に全地球衛星システム（ＧＳＳ）受信器に関し、特にマルチモード全地球測
位システム（ＧＰＳ）用の無線ネットワークに関する。
【０００３】
（背景技術）
個人向け通信システム（ＰＣＳ）機器を含む、携帯電話技術（テレフォニ）が普及してい
る。そのような機器を用いた音声、データ、およびインターネット・アクセス等の他のサ
ービスの提供は、セルラー（携帯電話）システムの利用者にさまざまな利便性を提供して
いる。２方向ポケットベル機能、基幹無線通信（ trunked radio）、警察、消防、および
救急医療施設が利用する専用移動電話（ＳＭＲ）もまた移動通信に不可欠となっている。
【０００４】
携帯電話やＰＣＳ分野における最近注目すべき点は、全地球測位システム（ＧＰＳ）技術
の携帯電話器器その他の無線受信器への統合化である。例えば、本明細書に添付のＫｒａ
ｓｎｅｒによる米国特許第５，８７４，９１４号は、基地局（移動電話交換局（ＭＴＳＯ
）としても知られる）が、セルラーデータリンクを用い、衛星の天文歴情報の受信や利用
をしなくても捕捉した衛星への擬似的距離を計算してドップラー情報を含むＧＰＳ衛星情
報を遠隔機器へ送信する方法について述べている。
【０００５】
ＧＳＰと携帯電話技術の統合に対する昨今の関心は、“９１１”呼出し（“拡張９１１”
または“Ｅ９１１”とも呼ばれる）等の緊急呼出しが所定の携帯電話から発信されたなら
ば、５０フィート以内の精度で携帯電話の位置が特定されるべきであるとの連邦通信委員
会（ＦＣＣ）の新たな規制から生じている。このような位置データは、警察、緊急医療従
事者、その他の司法担当者および公務員、並びに携帯電話の位置を特定する法的権限を必
要とするか、または保持している他の当局者にとって有用である。さらに、移動電話に提
供されるデータを移動電話利用者が用いて、携帯電話の利用者が特定しようとする他の場
所や他の移動電話の方角、緯度、および経度位置（場所や位置）、携帯電話利用者の他の
陸上の目印からの相対位置の特定、インターネット地図その他のＧＰＳ地図表示技術等を
用いた携帯電話利用者への指示を得ることができる。このようなデータはＥ９１１呼出し
以外の利用が可能であり、携帯電話およびＰＣＳ加入者にとって非常に有用であろう。
【０００６】
しかし、Ｋｒａｓｎｅｒによるアプローチは、ＧＰＳ専用データ・ウェアウハウスに接続
可能なデータリンクの数により制限される。ＧＰＳデータを求めたり、必要としている携
帯電話やＰＣＳ利用者の各々にＧＰＳ情報を配信するための追加要件を管理するためにシ
ステムハードウェアをアップグレードする必要があり、それらの要件は、無線システムが
管理および配信する標準的な音声およびデータトラフィックを扱うための要件よりも重要
性が高いであろう。
【０００７】
ＧＰＳシステムと無線ネットワーク間の支援に関連する別の特許として、Ｓｃｈｕｃｈｍ
ａｎ他による米国特許第５，３６５，４５０号があり、本明細書に添付する。Ｓｃｈｕｃ
ｈｍａｎ特許では、ＧＰＳ受信器がＧＰＳ衛星を捕捉して追跡するために携帯電話システ
ム全体にわたる天文歴情報支援が必要とされる。しかし、携帯電話その他の無線ネットワ
ークは必ずしも移動ＧＰＳ受信器に天文的支援を提供する機能を有するわけではない。
【０００８】
従って、当分野において携帯電話やＰＣＳ加入者を含む無線通信システムへＧＰＳデータ
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を効率的に配信するニーズがあることがわかる。また、当分野においてＧＰＳ対応の携帯
電話およびＰＣＳ電話のニーズがあることもわかる。また、当分野において携帯電話／Ｐ
ＣＳ加入者向けにＧＰＳ衛星データを受信することができるＧＰＳ対応の携帯電話および
ＰＣＳ電話のニーズ要があることもわかる。また、当分野においてＥ９１１を含む各種の
用途に、地理的に近接した基地局を必要とせずに携帯電話利用者に対するＧＰＳ情報の利
用および／または提供が可能な大規模な携帯電話システムのニーズがあることもわかる。
【０００９】
（発明の開示）
　上述の従来技術における制約を最小限にすべく、また本明細書を精読／理解した上で明
らかになるその他の制約を最小限すべく、本発明は移動機器の位置を特定するためのシス
テム、機器および方法を開示する。本システムは地上位置サーバーおよび無線通信機器を
含む。地上位置サーバーは少なくとも１個のＧＰＳ衛星から少なくとも１個の信号を受信
する。無線通信機器は ＧＰ
Ｓ受信器セクションを含 ＧＰＳ受信器 は無線通信機器の地上位置を特定す
るために、 の間を選択的に切り替わることができる。

無線通信機器は
地上位置を 選択的に送信することができる。

【００１０】
本発明の目的は、携帯電話およびＰＣＳ加入者を含む無線通信システムへＧＰＳデータを
効率的に配信する方法およびシステムを提供することである。本発明の別の目的は、ＧＰ
Ｓ対応の携帯電話およびＰＣＳ電話を管理可能なシステムおよび方法を提供することであ
る。本発明の別の目的は、ＧＰＳ対応の携帯電話およびＰＣＳ電話向けに、携帯電話／Ｐ
ＣＳ加入者が利用するＧＰＳ衛星データを受信できる方法およびシステムを提供すること
である。本発明のさらに別の目的は、大規模な携帯電話システム向けに、携帯電話利用者
がＥ９１１を含む各種の用途にＧＰＳ情報の利用および／または提供が可能な方法および
システムを提供することである。
【００１１】
（発明を実施するための最良の形態）
以下の記述において、本明細書の一部を形成するとともに、本発明の特定の実施の形態を
図解する添付図面を参照する。他の実施の形態を用いてもよく、また構造的な変更を加え
ても本発明の範囲から逸脱しないことが理解されよう。
【００１２】
（概要）
ＧＰＳコンポーネントを無線通信システム（携帯電話、ポケットベル、２方向ポケットベ
ル、情報携帯端末、  ブルーツース（ Bluetooth）およびＰＣＳシステムを含む）と統合す
る際に、ＧＰＳシステムは、典型的な無線通信システム利用者が遭遇するであろう条件下
でＧＰＳ衛星を捕捉して追跡する能力を備えていなければならない。例えば、屋内利用や
、超高層ビルが邪魔で衛星が観測できない都心区域等、上空が見通せない密集した都市区
域での利用等、条件のいくつかは、地上基地無線通信システムでは対処できるものの、Ｇ
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ネットワークを介して地上位置サーバーと通信可能であって、
む。 セクション

第１のモードと第２のモード 第１の
モードはスタンドアロンモードと自律モードを備える第１のグループから選択される。第
２のモードはネットワーク支援モードとネットワーク集中モードを備える第２のグループ
から選択される。第１のモードから第２のモードへの選択的切り替わりは所定のイベント
が生起した場合に生起する。第２のモードから第１のモードへの選択的切り替わりは無線
通信機器の地上位置の特定とほぼ同時に自動的に生起する。 無線通信機器
の特定された ネットワークへ スタンドアロン
モードにおいては、ネットワークからの支援を用いることなく無線通信機器において地上
位置の特定が実行される。自律モードにおいては、ネットワークからの支援を用いること
なく無線通信機器において地上位置の特定が実行され、特定された地上位置が無線通信機
器からネットワークへ送信される。ネットワーク支援モードにおいては、ネットワークか
ら無線通信機器への支援を用いて無線通信機器において地上位置の特定が実行される。ネ
ットワーク集中モードにおいては、無線通信機器によって受信されたＧＰＳ衛星信号に基
づいてネットワークにおいて地上位置の特定が実行される。



ＰＳシステムには好ましくない。例えば、ＧＰＳ受信器がＧＰＳ衛星からの信号を捕捉し
て、衛星を追跡し、求められればＧＰＳシステムへ外部情報を一切配信することなくナビ
ゲーションを行なう従来のスタンドアロンモードＧＰＳには、初期特定所要時間（ＴＴＦ
Ｆ）が長いという問題があり、さらに屋内または上空の見通しが限定された条件下でＧＰ
Ｓ衛星信号を捕捉する能力が限定される。若干の追加情報があったとしてもＴＴＦＦ  時
間が３０秒を超える場合があるが、それは天文データをＧＰＳシステム自身が捕捉せねば
ならず、またそのような情報を確実に捕捉するには強力な信号を必要とするからである。
ＧＰＳシステムのこれらの要件は、位置情報の可用性の信頼性だけでなく携帯無線通信シ
ステム機器の電力消費量に影響を与える。
【００１３】
これらの問題を克服すべく、本発明は各種の要因に依存する複数の動作モードを可能にす
る。本発明のＧＰＳシステムは、例えばＧＰＳ受信器が強力な信号を受信していて、最新
の天文または暦的データを有している場合、または正確な位置が必要とされない場合、ス
タンドアロンモードで利用することができる。しかし、本発明のＧＰＳシステムが、十分
強力なＧＰＳ信号を受信していない場合、例えば携帯無線通信機器を屋内で使用している
場合には本発明のＧＰＳシステムは異なる動作モード、例えばＧＰＳシステムがＧＰＳ受
信器から受信したＧＰＳ信号および無線通信システムから提供された追加情報を用いて捕
捉、追跡、および／またはナビゲートするのを無線通信システムが助けたり“支援”する
動作モードに切り替わることができる。この動作モードは“ネットワーク支援”モードと
呼ばれる。さらに、本発明のＧＰＳシステムは、より厳しい信号受信環境で用いられる場
合、ＧＰＳ受信器または携帯電話器に位置情報を提供するためには無線通信システムに完
全に依存し、本発明のＧＰＳシステムは次いで与えられた無線通信ネットワークまたは“
ネットワークベース”動作モードで動作しよう。本発明のＧＰＳシステムは、利用者が選
択した好みや要求とともに数個の変数に基づいてこれらの動作モード間を切り替わること
ができ、またローカルまたはリモート制御のいずれかにより、あるいはＧＰＳシステムに
与えられた自動または手動コマンドのいずれかにより切り替わることができる。
【００１４】
さらに、以下に述べるように本発明のマルチモード動作は統合化されたＧＰＳ／無線通信
システムにさらなる利点をもたらす。
【００１５】
（ＧＰＳアーキテクチャ）
図１にＧＰＳアーキテクチャを示す。
【００１６】
本発明の携帯電話器測位技術はＧＰＳ技術を用いて、Ｅ９１１および地上位置サービスを
実装すべく各種の携帯電話器機器を支援する。無線ネットワーク通信サービスとともに本
発明により可能となる低コスト、低消費電力、高性能、高精度ＧＰＳ受信器を利用するこ
とにより、本発明の携帯電話器位置特定は無線支援ＧＰＳに対し信頼性が高く経済的なソ
リューションを提供する。
【００１７】
本発明の携帯電話器位置特定技術は、完全スタンドアロンモード、ネットワーク支援モー
ドから、ネットワークベースのサービスモード、その他のモードまで、あらゆる種類の地
上位置サービスに対応している。本発明の技術はまた、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＡＭＰ、お
よびポケットベルシステムまで含む広範な無線通信プラットホームを受け入れる。図１に
携帯電話器の位置特定の概念を示す。
【００１８】
システム１００はＧＰＳ衛星１０２を示し、軌道内にあるＧＰＳ衛星１０２の衛星群、Ｇ
ＰＳ受信器を構成する携帯電話器１０４、基地局１０６、地上位置（サーバー）サービス
センター１０８、地上位置終端アプリケーション１１０、および公共安全応答地点（ＰＳ
ＡＰ）１１２を図解している。
【００１９】
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ＧＰＳ衛星１０２は携帯電話器１０４および地上位置サーバー１０８において受信された
スペクトラム拡散信号１１４を送信する。図を見やすくするために他のＧＰＳ衛星１０２
は図示しないが、他のＧＰＳ衛星１０２もまた携帯電話器１０４および地上位置サーバー
１０８により受信された信号１１４を送信している。携帯電話器１０４が十分強力な信号
１１４を受信可能な場合、携帯電話器１０４内のＧＰＳ受信器はＧＰＳシステムで通常行
なわれるように、携帯電話器１１４の位置を計算することができる。しかし、携帯電話器
は通常、携帯電話器１０４の位置を自律的に計算するのに十分強力な信号１１４を受信で
きないか、または十分な数のＧＰＳ衛星１０２から信号を受信できないが、依然として基
地局１０６とは通信可能である。従って、基地局１０６は信号１１６を介して携帯電話器
１０４へ情報を送信することにより携帯電話器１０４を位置を計算可能にしたり、あるは
携帯電話器１０４から地上位置サーバー１０８へ情報を送信することにより地上位置サー
バー１０８が携帯電話器１０４の位置を計算可能にする。基地局１０６が携帯電話器１０
４へ情報を転送して携帯電話器１０４が位置の計算を行なえるようにする場合を“無線支
援 GＰＳ”と呼び、基地局１０６が携帯電話器１０４から地上位置サーバー１０８へ情報
を転送して地上位置サーバー１０８が携帯電話器１０４の位置を計算する場合を“ネット
ワーク集中ＧＰＳ”と呼ぶ。
【００２０】
地上位置サーバーはまた、信号１１８を介して地上位置アプリケーション１１０と、また
信号１２０を介してＰＳＡＰ１１２と通信する。これらの信号１１８、１２０は無線接続
経由でも、または地上電話回線網その他の有線ネットワーク経由でもよい。
【００２１】
本発明の携帯電話器１０４位置特定技術は２種類の主要なサービスシステムを含む。すな
わち、本発明のＧＰＳ受信器と携帯電話器１０４の組合わせ、および本発明の地上位置ソ
フトウェアモジュールを含む地上位置サーバー１０８である。さらに、２種類の支援シス
テムがある。すなわちネットワーク情報転送機構を提供する基地局（ＢＳ）１０６基盤構
造、および地上位置ネットワークサービスを主導できるＰＳＡＰ１１２またはアプリケー
ション１１０システムである。
【００２２】
携帯電話器１０４は、呼処理（ＣＰ）機能を実行する典型的な携帯電話器１０４部、およ
び本発明の携帯電話器１０４で実行される位置計算、擬似距離測定その他のＧＰＳ機能用
のＧＰＳセクションを含む。シリアル通信リンク、その他の通信リンクがＣＰセクション
とＧＰＳセクションの間の通信を実行する。一群のハードウェア回線を用いてＣＰとＧＰ
Ｓセクションの間における信号送信を行なう。
【００２３】
図２に、本発明の呼処理セクション部とＧＰＳセクションの間の典型的なインタフェース
を示す。
【００２４】
図２に示すように、携帯電話器１０４は呼処理（ＣＰ）セクション２００および全地球測
位システム（ＧＰＳ）セクション２０２を含む。携帯電話器１０４内部で、あるいは携帯
電話器１０４と携帯電話器１０４に付随する外部補助機器との間で、ＣＰセクション２０
０とＧＰＳセクション２０２の間に通信が生起する。これらの通信はＣＰセクション２０
０からＧＰＳセクション２０２へ信号の転送を可能にし、通常はシリアル通信リンク２０
４とハードウェア回線２０６上で生起するが、必要であれば他の接続を用いてもよい。
【００２５】
別の実装方式において、例えばＣＰセクション２００とＧＰＳセクション２０２は同一デ
ジタルプロセッサおよびその他の回路を共有していてもよい。このような場合、セクショ
ン間の通信はタスク間通信およびある種のデータ転送により実行可能であり、その際にＣ
Ｐセクション２００とＧＰＳセクション２０２の間で時間または周波数転送はハードウェ
ア回線２０６を一切利用せず、回路内部で行なわれ、あるいは回路設計にもよるが潜在的
に一切転送が必要とされないであろう。
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【００２６】
図３に、本発明の終端間システムの別の実装方式を示す。
【００２７】
システム３００は携帯電話器１０４で受信される信号１１４を示す。典型的な携帯電話器
は、通常ＲＳ２３２データリンク３０６で接続されているＧＰＳ受信器クライアント３０
２およびＣＰセクション３０４を含む。ＣＰセクションは基地局１０６と通信し、基地局
はセルラーおよび／またはセルラー／地上電話回線を介して主サーバー３０８と通信する
。主サーバー３０８は、地上または無線ネットワークを介して、通常はＴＣＰ／ＩＰプロ
トコルを用いて地上位置サーバー１０８およびアプリケーション１１０と通信する。
【００２８】
ＧＰＳ信号１１４はまた、一連の基準受信器３１０でも受信され、これらは基準受信器の
位置を計算してＧＰＳ信号１１４からデータを抽出する。例えば時間、ドップラー、周波
数等の抽出データは、ＧＰＳ衛星群１０２内の全衛星についてＧＰＳデータ中心３１２へ
送られる。必要ならば、地上位置サーバー１０８は携帯電話器１０４で利用できるように
データセンター３１２からデータを抽出し、必要な、または要求されたデータを携帯電話
器１０４またはアプリケーション１１０から送信する。主サーバーはまた、求められれば
ＰＳＡＰ１１２とインターフェースを持つことが可能であり、求められるかまたは必要な
らば主サーバー３０８と地上位置サーバー１０８を同時に位置特定することが可能である
。
【００２９】
本発明の物理的実装方式は、例えば携帯電話、ＰＣＳ、２方向ポケットベル、専用移動無
線（ＳＭＲ）、ショートメッセージ交換サービス（ＳＭＳ）等、利用する無線ネットワー
クに応じて図面に示すものと異なるかもしれない。図面は専ら説明目的のみに使われ、本
発明の用途を他の無線システムに限定する意図はない。さらに本発明は、例えば地上線電
話システム、ローカルエリア・ネットワーク等、有線接続されたシステムで利用すること
もできるが、これは本発明の範囲を逸脱しない。
【００３０】
図４に、本発明の別の実施の形態を示す。
【００３１】
システム４００は、携帯電話器１０４が受信する信号１１４を送信しているＧＰＳ衛星群
１０２を示す。携帯電話器１０４は、クライアント４０２とも呼ばれるＧＰＳ受信器４０
２、サーバー４０４、およびＣＰセクション４０６を含む。システム４００において、サ
ーバー４０４は図３に示すサーバー１０８と同じ能力を持たないため“シン（軽装備）・
サーバー”として知られている。システム４００はＧＰＳ衛星群１０２からも信号１１４
を受信するためにＧＰＳ基準受信器３１０を用いて、ＧＰＳデータをデータセンター３１
２に保存する。この情報は、サーバー４０４を用いてＣＰセクション４０６とクライアン
ト４０２の間でデータを受送信するアプリケーション１１０または携帯電話器１０４から
要求があれば主サーバー３０８へ送信される。システム４００はある種の支援データ、例
えば天文データをサーバー４０４側の携帯電話器に保存して、要求があればＧＰＳクライ
アント４０２に提供できるようにする。
【００３２】
（無線ネットワークによるマルチモードＧＰＳ動作）
上述のように本発明のシステムは、例えば信号強度、オペレーターの介在、所望または要
求するサービスの種類、期待性能（例えばＴＴＦＦが数秒なのか数十秒かかるのか）等、
多くの変数に依存する異なるモードで動作可能である。各モードの動作を以下に記述する
。
【００３３】
（スタンドアロンモード）
スタンドアロンモードにおいて、移動通信機器（携帯電話器１０４やＰＤＡとしても知ら
れる）に置かれたＧＰＳ受信器２０２は無線通信ネットワークからは独立して動作する。
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ＧＰＳ受信器２０２はＧＰＳ衛星１０２信号１１４を捕捉し、これらの信号１１４を用い
てＧＰＳ受信器２０２の位置を特定する。ＧＰＳ受信器２０２はまた、ＧＰＳ衛星１０２
信号１１４を用いて追跡、および必要ならばナビゲーション機能を行なう。特定された位
置は移動通信機器１０４内部で用いられる。
【００３４】
（自律モード）
自律モードにおいて携帯電話器１０４の位置はスタンドアロンモードと同様に、例えば携
帯電話器１０４内のＧＰＳ受信器２０２によりセルラーその他の通信ネットワークから一
切の支援なしに計算される。しかし、自律モードでは特定した位置を携帯電話器１０４内
部で用いるのではなく、携帯電話器１０４は携帯電話器１０４の特定された位置を、例え
ば地上位置サーバー１０８、アプリケーション１１０、ＰＳＡＰ  １１２等の通信ネット
ワークへ無線通信ネットワークを介して返送する。
【００３５】
（ネットワーク支援モード）
ＧＰＳ受信器が無線通信ネットワークを用いてある種の位置情報をＧＰＳ受信器へ配信し
てＧＰＳ受信器が捕捉、追跡、およびナビゲーション機能を行なうのを“支援する”異な
る動作モードが実装可能である。このような情報は、暦または代替暦情報、粗い位置情報
、ドップラーデータ、捕捉した衛星の位置、時間および周波数支援、受信された無線信号
の強度（ＧＰＳ信号強度を推定するための参考値を得るため）、またはＧＰＳ受信器が捕
捉、ナビゲート、または追跡するために必要な情報をＧＰＳ受信器が捕捉するのを支援す
る。そのような状況は、ＧＰＳ受信器から上空の見通しが制約されている場合や、ＧＰＳ
受信器が遮蔽されているかＧＰＳ衛星信号が捕捉できないために自身で十分なＧＰＳ信号
を捕捉することが不可能であるか、あるいは多重経路問題により衛星を追跡できない場合
に起こり得る。さらに、このような状況はまた、所定のイベントにより条件付けられた利
用者が望むかもしれない。例えば、携帯電話器からのＥ９１１呼び出し、利用者はＴＴＦ
Ｆが非常に短いことを望み、精度向上その他の理由により利用者はＧＰＳ計算に追加のネ
ットワーク情報を含めるよう望むであろう。
【００３６】
ネットワーク支援アプローチがネットワーク集中（他の文献ではネットワークアシストモ
ードとも呼ばれる）と異なる理由は、ネットワーク支援アプローチではＧＰＳ受信器は、
ＧＰＳ受信器の位置を特定するのに必要な位置および追跡情報を最終的には独力で捕捉す
ることができるからである。Ｋｒａｓｎｅｒ特許で述べているように、ネットワーク集中
アプローチは、無線ネットワーク外から捕捉したＧＰＳ情報だけを用いて移動受信器の位
置を特定することができない。その理由は、位置計算が本発明で述べるように移動通信機
器内ではなく、基地局における無線ネットワーク内部で行なわれるためである。
【００３７】
さらにネットワーク支援アプローチは、本発明に関して述べるように、初期捕捉が行なわ
れたならば、スタンドアロンモード、自律モード、またはその他のモード間を切り替わる
ことを許す。ネットワーク支援モードおよび本発明のアーキテクチャにより追跡、例えば
、微弱な信号環境であっても自律モードまたはスタンドアロンモードで利用者位置を連続
的に更新できる。Ｋｒａｓｎｅｒ  特許のネットワークアシストアーキテクチャは通常、
後続位置を計算する際にネットワークからの支援に依存し続ける。
【００３８】
ネットワーク支援モードは通常、微弱な信号環境におけるＧＰＳ信号の捕捉のためだけに
用いられる。一旦ＧＰＳ信号が捕捉されたならば、本発明のＧＰＳ受信器はネットワーク
からの支援なしでもＧＰＳ信号を追跡することができる。Ｋｒａｓｎｅｒ特許のネットワ
ークアシストモードでは、ネットワークが捕捉だけでなく追跡目的でＧＰＳ受信器を支援
することを求める。
【００３９】
（ネットワークベースモード）

10

20

30

40

50

(9) JP 3754672 B2 2006.3.15



ネットワークベースモードはまた、ＧＰＳ受信器がＧＰＳ信号を全く受信できない状況で
も用いることができる。その場合、ＧＰＳシステムはどのような測位情報を得るにせよ無
線通信ネットワークに依存しており、その結果無線通信ネットワークにより配信される情
報に“集中している”。通常、ネットワークベースモードはＧＰＳその他の衛星情報を用
いることなく位置を計算する。携帯電話器１０４の位置はネットワークリソース、例えば
、セルラー送信塔および到着時間差（ＴＤＯＡ）技術から配信される。携帯電話器１０４
の位置を特定するためにＧＰＳその他の測位システム情報を受信することができない区域
に携帯電話器１０４がある場合、このようなモードは有用である。
【００４０】
（その他のモード）
　本発明のシステムは、スタンドアロン、自律、ネットワーク支援、またはネットワーク
ベースの各モードにおいて、ＧＰＳ衛星システム外からだけでなく無線通信ネットワーク
外からも情報を受信することができる。例えば、自律モードまたはスタンドアロンモード
において、 は音声やデータの送信にセルラー無線ネットワークを用いる一方
で、ＧＰＳ衛星およびブルーツース・ネットワークから情報を受信することができる。Ｇ
ＰＳ捕捉、追跡、およびナビゲーション機能は、セルラーネットワークを用いずにブルー
ツース・ネットワークからの入力により拡張することができる。本発明の範囲の中で、ネ
ットワーク支援またはネットワークベースモードの内部で生じる同様の働きが想定できる
。さらに本発明は、無線通信ネットワーク内で利用すべくＧＰＳ情報を無線通信ネットワ
ークへ返送する逆支援（ＲＡ）モードで動作可能である。
【００４１】
さらに、本発明の範囲から逸脱することなく、本発明のアーキテクチャおよびシステムを
電話回線等の有線ネットワークへ拡張することができる。例えば、ラップトップやＰＤＡ
にＧＰＳ機能が搭載されていて、機器が有線または無線インターネットリンクに接続され
ている場合、ＧＰＳ計算はインターネットを介して支援されて建物内部の位置を計算する
ことができる。位置はローカル環境で表示することも、あるいはサーバーへ送ることがで
きる。このようなシステムはセキュリティその他の電話または有線接続されたシステム・
アプリケーションに利用することができる。
【００４２】
本発明はまた無線ネットワーク監視にも利用でき、無線信号強度その他任意の位置関連情
報とともに位置情報を支援を求める全利用者から収集して、ネットワークの中心位置で、
セルがカバーする区域、単一セル内のトラフィック量、トラフィックが集中する箇所、無
線の受信状態が悪い区域、新しい基地局の追加や移動に関する決定の支援を連続的に監視
することができる。その区域で利用されているすべての移動システムによりリアルタイム
でサービスの品質を監視することができる。
【００４３】
（動作モードの比較）
本発明の動作モードは、ＧＰＳ受信器フレームワークにさらなる柔軟性を持たせる。ＴＴ
ＦＦを短縮する要求、ネットワーク帯域幅、または他の信号要求によりＧＰＳ受信器が制
約されない場合、本発明のＧＰＳ受信器は所与の捕捉モードを自動的に選択すべくプログ
ラム可能である。例えば、ネットワーク・トラフィックが混み合っている場合、すなわち
無線通信ネットワークにおける帯域幅の可用性が小さい場合、本発明により利用者は自動
的にまたは手動で自律モードまたはスタンドアロンモードを選択することができ、これは
情報の支援を得るために無線通信ネットワークに依存しない。同様に、地上位置サーバー
１０８の使用率が混み合っていて、情報支援の待ち時間が要件と合わない場合、利用者は
自動的にまたは手動で自律またはスタンドアロンモードを選択することができる。しかし
、無線ネットワークにおいて追加の帯域幅が利用可能であるか、または利用者がＥ９１１
呼出しを行なうためにＴＴＦＦが短くなければならない場合、本発明は自律またはスタン
ドアロンモードの動作を手動で、または自動的に、自律またはスタンドアロン（天文デー
タが最新であって、暗黙的支援情報がある場合）、ネットワーク基地局、ネットワーク支
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援モードにオーバーライドすることを許す。さらに、求められる信頼性ではネットワーク
が配信不可能であるか、またはネットワークに支援機能が備わっていない場合、ＧＰＳは
他のモードまたは他の情報源を用いて、“拡張自律モード（ＡＡＭ）”と呼ばれる動作モ
ードで、自律またはスタンドアロンモードを拡張する。ＡＡＭは、ブルーツース、あるい
は圧力計、加速度計、またはジャイロ等他のセンサーを用いて、通信用途に使われている
ネットワーク外でＧＰＳを支援することができる。例えば、本発明は高層ビルの全階上で
ブルーツース送信機を利用して、自分の位置とフロア情報を電話へ送り、この“増補情報
”はＧＰＳが配置データを配信するために建物の中に捕捉できない場合に備えて、送られ
るであろう。
【００４４】
本発明のマルチモードアーキテクチャは、利用可能であればネットワーク支援を利用する
ことにより、自動的にシームレスかつ信頼できる応答を実現し、支援が利用不可能または
タイムリーに利用できない場合、システムが独立して動作できるようにする。ネットワー
ク支援された動作モードは自律またはスタンドアロンＧＰＳの起動時制約を克服し、ネッ
トワークベースモードと同程度の性能を可能にするが、起動後も引き続いてネットワーク
接続している必要はない。支援データ（天文データ、おおよその位置、おおよその時間等
）が何らかの通信媒体を介して携帯電話により受信されている場合、ＧＰＳの起動時にお
いて通信リンクはオフにすることができる。これがシン・サーバーを無線通信機器に直接
搭載する保存後転送方式方法である。アーキテクチャのシームレスな特性と柔軟性により
、サービスプロバイダがネットワークの能力と所望のサービス種類に基づいて自身のニー
ズを満たすべくシステムを調整できるようにする。
【００４５】
さらに、動作モードの選択はサービスの種類または利用者がシステムに期待または要求す
る精度に依存していてよい。例えば、利用者がＥ９１１呼出しを行なった場合、ＧＰＳ受
信器は自動的に可能な最適なタイミングで最も正確な位置情報を提供するモードに設定す
ることができる。そのモードはネットワークベースであるかもしれないが、移動ＧＰＳ受
信器が位置計算情報を特定できるように完全なＧＰＳ情報セットをネットワークが提供で
きない場合、ネットワークとＧＰＳ受信器の処理能力が並列に用いられるように受信器は
ネットワーク支援に切り替わることができる。別の例として、ある利用者が特定の場所へ
の方向を求めている場合、受信器は自動的に、タイムリーに情報を提供する自律またはス
タンドアロンモードを選択できるが、システムの電源や処理能力に対してこのような要求
をすることはできない。さらに、本発明は利用者が自動選択された動作モードをオーバー
ライドすることを許す。本システムはまた、一旦所定のイベント、例えばＧＰＳ受信器の
最初の位置計算が得られた場合、モード間を切り替わることができる。例えば、Ｅ９１１
呼出しがなされた場合、本発明はネットワーク支援モードを選択して可能な限り速く受信
器向けに位置情報を捕捉することができる。一旦その情報が届けられ、かつ最初の位置が
計算されたならば、本発明は自律モードまたはスタンドアロンモード等の異なるモードに
切り替わって、無線通信ネットワーク内で追加された帯域幅が他の利用者にも利用できる
ようにする。本発明のアーキテクチャはまた、支援情報の受信を可能にし、利用者に対し
位置情報がネットワークに返送されることを了承するか、または、プライバシーの理由で
望むならば、利用者だけが利用できるように移動システムに“固定する”、のいずれかの
選択権を与える。
【００４６】
本発明のアーキテクチャはまた、利用回数に応じてネットワークアクセスが利用者に課金
される場合、たとえＧＰＳ受信器が利用者の要求に応える必要があると判断しても、支援
用のネットワーク接続を拒否する選択権を利用者に与える。このような状況において、Ｇ
ＰＳ受信器はスタンドアロンモードでの位置提供を試みるが、利用者の本来の要求が満た
されるか否かは保証しない。本発明はこのように、無線通信ネットワークの帯域幅がより
効率的に利用できるように帯域幅の管理を可能にする。本発明はさらに、ＧＰＳ受信器上
で利用可能な処理を含めてネットワークリソースの動的な割り当てを行なって、なるべく
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多くの情報を並列に処理できるようにする。これは多数の利用者の位置をより効率的に計
算すべくＧＰＳクライアントおよびネットワークサーバープロセッサの動的ローディング
を可能にする。このアプローチにより、無線通信システムの基盤構造に殆ど影響を与える
ことなく無線通信システム利用者の数を増やすことができる。
【００４７】
（多重相関アーキテクチャ）
本発明のシステムを支援するために、多重相関を用いて、自律またはスタンドアロンモー
ドからネットワーク支援モードまたはネットワークベースモードへの切り替えを少なくし
てシステムのＴＴＦＦを短縮し、より正確な位値またはより信頼性の高い結果を提供する
ことができる。
【００４８】
（分散スマート・クライアント・サーバー・アーキテクチャ）
ＧＰＳ受信器（クライアントとしても知られる）および無線通信システム（サーバーとも
呼ばれる）が捕捉、追跡、およびナビゲーションタスクの動作負荷を知的な仕方で分散可
能にすることにより、本発明は捕捉を高速化し、ＴＴＦＦ時間を短縮し、ＧＰＳ受信器シ
ステムを部分的に停止したり選択的に起動可能にして移動機器のＧＰＳ部の電力消費を低
減させることができる。
【００４９】
本発明のアーキテクチャはまた、ＧＰＳ受信器に保存されている天文的データが依然とし
て正しいことを検証すべくネットワーク支援モードを用いて天文的データの事前検査、例
えば保存された天文的データの品質検査を可能にする。同様に、ネットワーク支援モード
により本発明が粗い位値捕捉シナリオに用いられる粗い位置データを導くことを可能にし
、実際の場所特定のために既知の天文的または暦に基づく時間タグ近似位置とデータの後
処理が使われる。
【００５０】
もう一つの（拡大自律）モードはまた、近似位置特定でＧＰＳ受信器を支援する低電力シ
ョートレンジ無線技術だけでなく、ブルーツース等の、低電力ショートレンジ無線技術を
利用して、ＧＰＳ受信器が初期特定所要時間（ＴＴＦＦ）時間を短縮することができる。
【００５１】
本発明はまた、自律またはスタンドアロンとネットワーク支援モードの間を切り替わるこ
とにより、あるいはネットワーク支援モードのままで、無線通信ネットワークを介して、
誤差を少しづつ変化させながら正確なローカル位置を取得すべく，例えばＩｏｎｏ補正係
数や更新された代替暦情報等の補正情報をＧＰＳシステムへ送ることができる。本発明は
また、例えば、加速度計、圧力センサー、チルトメーター等各種のソースからのデータ“
融合”を可能にでき、これらはまた無線通信機器上に存在して位置特定の精度を高めると
ともに、無線通信機器におおよその位置、時間、および周波数情報を提供して無線通信機
器がより正確に位置特定をできるようにし、および／または各クライアントに対するＴＴ
ＦＦ時間を短縮する。
【００５２】
（逆支援）
本発明はまた、送信ビームを携帯電話器の方へ向けるべく無線通信システムを逆向きに支
援（ＲＡ）することが可能な位置特定機器と無線通信システム設備の間で共通の周波数基
準を共有するための装置を含む。これにより無線通信システムは各移動通信利用者に狙い
を定めた成形送信ビームを向けたり形成する位相化配列技術を利用できるため、セル内部
でさらに周波数の再利用やコードの再利用が可能になる。これにより形成または方向付け
られた光線は通常、全方位ビームパターンよりもゲインが大きいため、基地局送信機の消
費電力がより少なくなるとともに、移動通信利用者側の消費電力も少なくて済む。本発明
のこの特徴により通信リンクを最適化して無線通信システム基地局の容量を増強するのに
役立ち、コード分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）ネットワークが非常に有用である。その理
由は、ＣＤＭＡネットワークの容量がコード効率ではなく、ネットワークに入る利用者が
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増えるにつれて増大するノイズ下限により制約されるためである。
【００５３】
ＲＡはまた、極めて正確な絶対時間と周波数基準を提供することにより、無線ネットワー
クの捕捉およびコード同期を速めるためにも利用できる。ＲＡはまた、ＧＰＳ位置を用い
て、別の基地局に切り替わる時期の決定を支援することもできる（ＧＰＳ支援の基地局ハ
ンドオーバー）。
【００５４】
ＲＡはまた、ネットワークを通信媒体としてのみ利用して、第一の移動システムが絶対時
間情報を取得してネットワーク時間とＧＰＳ時間の相違を測定し、その情報をネットワー
クへ返送する、移動体間通信にも利用できる。ＧＰＳ支援情報を求める次の利用者は、Ｇ
ＰＳ時間とネットワーク時間の差を受信し、この情報のネットワーク時間を修正してＧＰ
Ｓ時間を取得し、自身のＧＰＳ捕捉プロセスに役立てる。
【００５５】
別の実施の形態において、ネットワークは、同一区域内で異なる時点に数人の利用者から
冗長な較正情報を受信し、ネットワーク時間オフセットおよび周波数ドリフトをモデル化
して将来における値を予想することができる。このように、どの移動体からも情報が受信
されない期間の後であってもネットワークは新しい移動体にタイミング支援情報を提供す
ることができる。
【００５６】
利用者間ＲＡもまた、周波数転送にあてはまる。ここに、ネットワーク周波数と移動体内
ＧＰＳ周波数の間で測定された周波数誤差はネットワークに返送されて、支援情報の一部
として新しい利用者に返送される。
【００５７】
サーバーを用いない移動体間直接ＧＰＳ支援はまた、支援を求める次の利用者に再送する
前に一時的に支援情報を保存するサーバーの介在なしに利用できる。位置を捕捉した移動
体は、正しい天文歴情報と、恐らくネットワーク時間とＧＰＳに対する周波数誤差を有し
、基地局を介した同じ区域内の他の任意の移動体へもこの情報をブロードキャストするこ
とができる。
【００５８】
地上に基地を置く無線通信ネットワークは、クライアントの位置を与えられた際のクライ
アントにおける多重経路受信問題を修正すべく、多重経路のモデリングの支援および／ま
たはモデリングツールの供給が可能であるため、ＲＡはまたクライアントにおける多重経
路問題を修正するためにも利用できる。
【００５９】
さらに、本発明は、無線通信システムが位相ロックループ（ＰＬＬ）を整列させて利用者
の動きに付随する問題を解決するのを支援すべく、ＲＡがＧＰＳ受信器からの速度情報を
利用できるように。特に、ＧＰＳからの絶対利用者速度情報を用いて無線追跡ループを誘
導することにより有効無線セル半径を広げ、それにより無線信号強度が弱くても無線動作
が可能になる。
【００６０】
（時間および周波数支援）
無線ネットワークシステムは通常、高品質の基準クロックを備えており、ＣＤＭＡ等ある
種の無線ネットワークシステムは絶対ＧＰＳ時間に同期させられている。本発明は、無線
ネットワーク周波数基準を携帯受信器のＧＰＳセクションへ転送してＧＰＳクロック周波
数オフセットを推定し、周波数の不確定性を大幅に減少させることができる。ＧＰＳ時間
基準はまた、ＧＰＳセクションへ転送されてＧＰＳクロック時間を設定することができる
。時間と周波数を転送する主な目的は、受信器側のクロック時間と周波数の不確定要素を
減らし、それによりはＴＴＦＦを短縮するためである。時間転送はまた感度の向上にも寄
与することができる。
【００６１】
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（時間転送）
図５に、本発明と共に用いられる時間転送機構を示す。
【００６２】
システム５００は、測位ユニット（ＬＭＵ）を備えたＣＤＭＡやＧＳＭ等、絶対ＧＰＳ時
間に同期させられている典型的な無線ネットワークシステムを示す。通常、ＧＰＳ時間基
準５０２は携帯電話器１０４のＧＰＳセクションへ転送されて、ＧＰＳクロック時間をＧ
ＰＳ時間に同期させる。本発明の携帯電話器位置特定システムの場合、時間転送は３つの
ステップで実現できる。
【００６３】
第一のステップにおいて、基地局（ＢＳ）クロック５０４はＧＰＳ時間基準５０２に同期
させることができる。ＢＳクロック５０４における時間精度はシステム構成に依存し、１
００～３００ナノ秒の範囲に含まれる。これは特定のタイプのネットワークに組み込まれ
た特徴である。
【００６４】
第二のステップにおいて、ＣＰクロック５０６は、ＢＳクロック５０４からＣＰクロック
５０６へ送信されたマスターフレームにおける特定の一イベントの受信を計時することに
よりＢＳクロック５０４に同期させられる。ＢＳクロック５０４は３００ナノ秒の精度で
絶対ＧＰＳ時間で予測可能な最初のビットの送信時間にマスターフレームを送信する。Ｂ
Ｓクロック５０４とＣＰクロック５０６の間の同期誤差は、ＢＳクロック５０４信号のＲ
Ｆ基準点、ＢＳクロック５０４の集団遅延、携帯電話器１０４と基地局の間の距離による
信号送信時間、ＣＰセクションの集団遅延、および携帯電話器１０４アーキテクチャによ
り生起される。
【００６５】
携帯電話器１０４が基地局を追跡する限り、携帯電話器１０４のＣＰセクションは絶対Ｇ
ＰＳ時間を認知しており、リアルタイムにではなく製品統合フェーズの間測定および調整
されてきた、携帯電話器１０４における GＰＳ時間に付随する精度を予測することができ
る。携帯電話器１０４が基地局またはＢＳクロック５０４を見失えば、ＣＰクロック５０
６の精度が劣化する。ＣＰクロック５０６性能劣化はＣＰクロック５０６周波数の安定性
に基づいて予測でき、通常はＡｌｌａｎ分散および直近の追跡の古さで表わされる。
【００６６】
本発明の携帯電話器場所システムは、空中インターフェースに非依存なように設計されて
いる。携帯電話器１０４製造業者は追跡条件、ＣＰクロック  ５０４周波数安定性、およ
び空中インターフェース性能の知識を有するため、携帯電話器１０４製造業者はＧＰＳク
ロック５０８にモデルおよび／またはインターフェースを提供して、絶対ＧＰＳが時間お
よびあらゆる不確定要素効果を含む付随精度を転送する好適なまたは最適な方法を決定す
ることができる。
【００６７】
第三のステップにおいて、ＧＰＳクロック５０８はＧＰＳセクションとＣＰセクションの
間の通信リンクを介してＣＰセクションクロック５０６に時間転送メッセージを求める。
通常は、この時間転送要求メッセージはパラメータを含んでいない。
【００６８】
ＣＰセクション２００はこのようなメッセージにいくつかの異なる方法で応答することが
できる。ＣＰセクションは正確なタイミングイベントを生成して時間転送応答メッセージ
を返送できる。タイミングイベントは通常、１個の長方形パルスであり、立ち上がりエッ
ジがアクティブであるか、立下りエッジがアクティブであるかのいずれかである。時間転
送応答メッセージは通常、ＧＰＳ週におけるタイミングイベントの時刻、その週の経過秒
数、および秒単位の時間不確定要素を含んでいる。ＧＰＳクロック５０８を用いてタイミ
ングイベントを計時することにより、ＧＰＳクロック５０８ＣＰクロック５０６時間に同
期させられる。
【００６９】
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ＣＰセクション２００はまた、ＧＰＳセクションに“デルタ”メッセージを返送すること
もできる。例えば、ＣＰセクション２００またはＧＰＳセクション２０２はＣＰクロック
５０６とＧＰＳクロック５０８を監視することができる。時間転送要求があれば、どちら
のセクションがクロックを監視しているにせよ、ＣＰセクション２００またはＧＰＳセク
ション２０２がＧＰＳ時間５０２を受信し、ＧＰＳクロック５０８とＧＰＳ時間５０２の
間の相違が計算される。このデルタは次いで、新たに時間転送が要求されるまでＧＰＳ計
算と位置特定に利用できる。
【００７０】
タイミング情報が典型的に必要とされるのは、ＧＰＳセクション２０２が新しいＧＰＳ衛
星１０２を新たに探索し始めた場合である。タイミング同期はＧＰＳセクション２０２の
要求があった場合に定期的に行なうことができない。探索で利用可能な有効時間精度は、
ＧＰＳクロック５０８の品質の故に直近の再較正からの時間経過とともに劣化するであろ
う。しかし、本発明に関して述べたアプローチではＣＰクロック５０６をＢＳクロック５
０４を介してＧＰＳ時間基準５０２に固定する必要性だけでなく、ＧＰＳクロック５０８
をＣＰクロック５０６に固定する必要性が低下ないし消滅する。Ａｌｌａｎ分散で表わさ
れるＧＰＳクロック５０８の周波数安定性は、温度に対する周波数安定性と同様に、ＧＰ
Ｓ衛星１０２信号探索の開始時点における時間不確定要素を予測するために利用されるで
あろう。本発明は、携帯電話器１０４が経時劣化効果を正確に予測し、時間転送周期性を
選択し、時間転送の実行を支援する。それはＧＰＳクロック５０８の選択の制御および次
の探索がいつ行なわれるかは本発明のシステムの制御下にあるためである。
【００７１】
（周波数転送）
図６に、本発明と共に用いられる周波数転送を示す。
【００７２】
米国で利用されているＣＤＭＡシステム等の携帯電話システムにおいて、各基地局（ＢＳ
）１０６は高品質の基準クロックを備えている。システム６００は、ＢＳクロック周波数
が関連付けられているＢＳクロック６００が以下のようにＣ P６０２へ、次いでＧＰＳク
ロック６０４へ転送され、必要に応じてＧＰＳクロック６０４周波数オフセットを推定す
ることができることを示す。
【００７３】
通常、ＣＰセクション２００は無線ネットワーク信号を追跡して、ＢＳクロック６０２に
相対的にオフセット関係にあるＣＰクロック６０４の周波数を測定する。測定後のＣＰク
ロック６０４周波数の不確定要素は、ネットワーク標準により指定されたＢＳクロック６
０２周波数オフセット、携帯電話器１０４追跡ループ性能、ＣＰクロック６０４周波数安
定性、および携帯電話器１０４の移動により生じる。
【００７４】
ＣＰセクション２００は次いで、ＧＰＳセクション２０２へ周波数較正メッセージを周期
的に送信する。このメッセージは通常、ＣＰクロック６０４とＢＳクロック６０２の間の
周波数誤差を含んでいる。周波数較正メッセージは、ＧＰＳクロック６０６および／また
はＣＰクロック６０４の要件に基づく更新の必要だけでなく、携帯電話器の能力により決
定される周期で送られる。例えば、ＧＰＳクロック６０６とＣＰクロック６０４が共に高
品位水晶（ high quality crystals）である場合、更新メッセージはＧＰＳクロックとＣ
Ｐクロックが共に低品位水晶（ low quality crystals）である場合よりも送られる回数が
少なく、ある場合には１回だけで済むかもしれない。しかし、周波数誤差更新の周期性は
携帯電話器１０４メーカーにより選択可能である。以下に述べるように、ＧＰＳクロック
６０６はＣＰクロック６０４と比較されるため、周波数較正メッセージ間のいかなるＣＰ
クロック６０４対ＢＳクロック６０２ドリフトもＧＰＳクロック６０６の不確定要素に追
加される。ＣＰクロック６０４を設定する別の方法は、ＣＰクロック６０４を受信された
信号へ向けてＢＳクロック６０２に同期させ、周波数較正メッセージに対する要求を軽減
するものである。
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【００７５】
本明細書に添付するＫｒａｓｎｅｒの米国特許第５，８４１，３９６号等、その他のアプ
ローチは、ＧＰＳクロック６０６をＣＰクロック６０４に固定する位相  ロックループア
プローチについて述べている。本発明はこのようなアプローチが想定しているＣＰセクシ
ョン２００とＧＰＳセクション２０４の間の付加的な回路および信号転送を回避し、それ
により本発明は既存のセルラー、無線、または有線電話システムにより容易かつ廉価に実
装可能になる。
【００７６】
図７に、本発明と共に用いられる周波数転送アーキテクチャを示す。
【００７７】
システム７００に、ＧＰＳクロック６０６をＣＰクロック６０４に固定することなく、全
体的な周波数誤差を合計周波数誤差推定により限定される範囲内に維持することが可能な
システムを示す。携帯電話器１０４メーカーは、較正後の残余推定周波数誤差およびＣＰ
クロック６０４のＡｌｌａｎ分散特性に依存して、メッセージ周期の特定の範囲を設計す
ることができる。ＧＰＳセクション２０２はＣＰクロック６０４の絶対周波数を認識して
いないため、送信される情報は（Ｈｚ単位の）絶対誤差ではなく、相対周波数誤差である
。ＧＰＳセクション２０２が必要とするメッセージは名目ＣＰクロック６０４周波数から
独立している。
【００７８】
ＧＰＳセクション２０２およびＧＰＳクロック６０６は、ＣＰクロック６０４周波数の不
確定要素情報を利用して信号捕捉性能を最適化する。携帯電話器１０４の動き以外のすべ
てが誤差推定は、無線基盤構造とＣＰセクション２００アーキテクチャに依存する。ＣＰ
セクション２００はＧＰＳ２０２へ周期的にメッセージを送る。それらのメッセージはＣ
Ｐクロック６０４のＨｚ単位の名目周波数を含んでいる。例えば、分割されたＣＰクロッ
ク６０４の周波数がＣＰセクション６０４により、絶対周波数誤差を相対周波数誤差、Ｃ
Ｐクロック６０４相対周波数オフセット対ＢＳクロック６０２周波数、およびＣＰクロッ
ク６０４周波数オフセット不確定要素へ変換すべく測定するためにカウンタ７０２へ送ら
れる。
【００７９】
ＧＰＳセクション２０２は次いで、カウンタ７０２を用いてＧＰＳクロック６０６とＣＰ
クロック６０４の間の相対周波数を測定する。カウンタゲーティング信号の有効幅は所定
個数のＧＰＳクロック６０６パルスをカウントすることにより決定される。ゲーティング
信号が持続する間のＣＰクロック６０４パルスの個数はＧＰＳクロック６０６とＣＰクロ
ック６０４の間の相対周波数誤差を特定するために使われる。
【００８０】
周波数較正間の周波数ドリフトはＧＰＳクロック６０６のＡｌｌａｎ分散および温度に対
するその安定性に依存する。較正の周期性は、ＧＰＳクロック６０６に割り当てられた最
大周波数誤差およびＧＰＳクロック６０６の品質と依存して調整可能である。別の実施の
形態において、または実装の利便性のために、周波数分割手段をＣＰクロック６０４とカ
ウンタ７０２の間に挿入することにより、カウンタにより測定される絶対周波数を減少さ
せることができる。
【００８１】
（プロセスチャート）
図８は、本発明を実施するために用いられるステップを示すフローチャートである。ブロ
ック８００は、移動機器において少なくとも１個のＧＰＳ衛星から少なくとも１個の信号
を受信する様子を示し、その中で移動機器はスタンドアロンモードと少なくとも１個の別
モードの間を選択的に切り替わることができる。ブロック８０２は、移動機器の地上位置
を特定する様子を示す。ブロック８０４は、移動機器の特定された地上位置を無線ネット
ワークを介して選択的に地上位置サーバーへ送信する様子を示す。
【００８２】
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（結論）
これをもって本発明の好適な実施の形態の記述を終える。以下の段落は同じ目的を実現す
るためのいくつかの代替的な方法を記述する。本発明はＧＰＳシステムに関して記述され
ているが、本発明の範囲から逸脱することなく任意の衛星測位システム（ＳＡＴＰＳ）で
利用できる。さらに、携帯電話システムに関して記述しているが、本発明の範囲から逸脱
することなく他の無線または有線システムを本明細書に記述された携帯電話システムの代
わりに、または組み合わせて用いることができる。本発明の範囲から逸脱することなく他
の周波数転送および時間転送方法を用いることも可能である。
【００８３】
　要約すれば、本発明は移動機器の位置を特定するシステム、機器、および方法を開示す
る。システムは地上位置サーバーおよび無線通信機器を含む。地上位置サーバーは少なく
とも１個のＧＰＳ衛星から少なくとも１個の信号を受信する。無線通信機器は

ＧＰＳ受信器セクションを含 ＧＰ
Ｓ受信器 は無線通信機器の地上位置を特定するために

の間を選択的に切り替わることができる。

無線通信機器は無線通信機器の特定された地上位置を
選択的 信することができる。

【００８４】
上に述べた本発明の好適な実施の形態は、図解と説明目的で提示した。これらは本発明の
すべてを網羅したものでも、また開示内容そのままに限定するものでもない。上述の内容
を参考にして各種の改造や変更が可能である。本発明の範囲はこの詳細な記述ではなく、
添付された請求項により限定されるものとする。
【図面の簡単な説明】
以下の図面において同一図番は全体を通じて対応する部分を表わす。
【図１】　典型的なＧＰＳアーキテクチャの図である。
【図２】　本発明の呼処理セクション部とＧＰＳセクションの間のインタフェースを示す
図である。
【図３】　本発明に基づく別の終端間システムの実装を示す図である。
【図４】　本発明のシン・サーバー実装を示す図である。
【図５】　本発明に基づく、ＧＰＳ時間基準とＧＰＳクロックとの間に時間転送を示す図
である。
【図６】　本発明に基づく周波数転送ブロック図である。
【図７】　本発明に基づく周波数転送アーキテクチャを示す図である。
【図８】　本発明を実施するために用いるステップを示すフロー図である。
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ネットワー
クを介して地上位置サーバーと通信可能であって、 む。

セクション 、第１のモードと第２の
モード 第１のモードはスタンドアロンモードと
自律モードを備える第１のグループから選択される。第２のモードはネットワーク支援モ
ードとネットワーク集中モードを備える第２のグループから選択される。第１のモードか
ら第２のモードへの選択的切り替わりは所定のイベントが生起した場合に生起する。第２
のモードから第１のモードへの選択的切り替わりは無線通信機器の地上位置の特定とほぼ
同時に自動的に生起する。 ネットワ
ークへ に送 スタンドアロンモードにおいては、ネットワーク
からの支援を用いることなく無線通信機器において地上位置の特定が実行される。自律モ
ードにおいては、ネットワークからの支援を用いることなく無線通信機器において地上位
置の特定が実行され、特定された地上位置が無線通信機器からネットワークへ送信される
。ネットワーク支援モードにおいては、ネットワークから無線通信機器への支援を用いて
無線通信機器において地上位置の特定が実行される。ネットワーク集中モードにおいては
、無線通信機器によって受信されたＧＰＳ衛星信号に基づいてネットワークにおいて地上
位置の特定が実行される。



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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