
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ベースステーションと通信下にある複数の移動ステーションを各々含む複数のセル領域を
備え、かつ各々特定のセル領域のベースステーションと通信下にある複数の相互接続移動
スイッチングセンタを備え、各移動スイッチングセンタが、前記の特定のセル領域におい
てサービスを受けつつある各移動ステーションに対するネットワーク識別データを維持す
るセルラーシステムにおいて、移動ステーションの位置を決定する方法であって、
前記複数の移動スイッチングセンタの１つから、前記セルラーシステム内における前記移
動ステーションの配置を定めるネットワーク識別データを受信し、
無線適用範囲の地理的地図を使用して、受信した前記ネットワーク識別データを地理的位
置情報に変換する諸ステップを含み、
前記ネットワーク識別データが、ボイスチャンネルと同時に前記移動ステーションが通信
を発信しているセル領域にサービスしている前記移動スイッチングセンタから送信される
ことにより特徴付けられ、
前記ネットワーク識別データを送信する前に、

送信し、
前記移動スイッチングセンタ イデンティティコードで喚起して、前記通信下にある移
動ステーションに対する前記ネットワーク識別データを要求し、
移動スイッチングセンタにて、アイデンティティコードを使用して要求されるネットワー
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ク識別データを応答的に検索する諸ステップを実行し、
前記諸ステップが、前記移動ステーションからのトリガ命令に応答して実行されることを
特徴とする方法。
【請求項２】
前記ネットワーク識別データが、前記移動ステーションにサービスする通信トランク群を
識別するデータ、メンバ番号、並びにセル及び／又はセクタＩＤを含むことを特徴とする
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
ベースステーションと通信下にある複数の移動ステーションを各々含む複数のセル領域を
備え、かつ各々特定のセル領域のベースステーションと通信下にある複数の相互接続移動
スイッチングセンタを備え、各移動スイッチングセンタが、前記の特定のセル領域におい
てサービスを受けつつある各移動ステーションに対するネットワーク識別データを維持す
るセルラーシステムにおいて、移動ステーションの位置を決定する装置であって、
前記複数の移動スイッチングセンタの１つから、前記セルラーシステム内における前記移
動ステーションの配置を定めるネットワーク識別データを受信するための手段、及び
無線適用範囲の地理的地図を使用して、受信した前記ネットワーク識別データを地理的位
置情報に変換するための手段を含み、
前記ネットワーク識別データが、ボイスチャンネルと同時に前記移動ステーションが通信
を発信しているセル領域にサービスしている前記移動スイッチングセンタから送信される
ことにより特徴付けられ、
前記ネットワーク識別データを送信する前に、

送信し、
前記移動スイッチングセンタ イデンティティコードで喚起して、前記通信下にある移
動ステーションに対する前記ネットワーク識別データを要求し、
移動スイッチングセンタにて、アイデンティティコードを使用して要求されるネットワー
ク識別データを応答的に検索する諸ステップを実行し、
前記諸ステップが、前記移動ステーションからのトリガ命令に応答して実行されることを
特徴とする装置。
【請求項４】
前記ネットワーク識別データが、前記移動ステーションにサービスする通信トランク群を
識別するデータ、メンバ番号、並びにセル及び／又はセクタＩＤを含むことを特徴とする
、請求項３に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
［発明の属する技術分野］
本発明はセルラー通信システムに関し、特定すると移動ステーションの位置を決定するた
めのセルラー構成に関する。
［従来技術］
セルラー電話ネットワークや移動無線データネットワークにより提供される端末の移動可
能性の増大は、位置ベース（基準）のサービスおよび技術の需要の増大をもたらした。車
両群の操作者は、彼らの発車作業の効率を向上させるため、自動化された車両追跡技術に
関心がある。さらに、盗難車両回収システムは、過去数年にわたり相当の成功を享受した
。しかしながら、今日までの努力は位置情報を収集するため移動操作者領域において採用
される特殊化装置を中心に費やされた。例えば、 Darnell等の米国特許第 5,043,736号はセ
ルラー位置決定システムを開示しているが、このシステム あっては、遠隔ユニットの位
置が、広帯域位置決めシステムにより遠隔ユニットにある特殊装備受信機に伝送されるデ
ータから誘導される。
［発明の開示］
したがって、本発明は、ベースステーションと通信下にある複数の移動ステーションを各
々含む複数のセル領域を備え、かつ各々特定のセル領域のベースステーションと通信下に
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ある複数の相互接続移動スイッチングセンタを備え、各移動スイッチングセンタが、前記
の特定のセル領域においてサービスを受けつつある各移動ステーションに対するネットワ
ーク識別データを維持するセルラーシステムにおいて、あるセル領域内で通信を発信して
いる移動ステーションの位置を決定する方法であって、前記セル領域にサービスしている
移動スイッチングセンタから前記移動ステーションに対するネットワーク識別データを収
集し、この収集されたネットワーク識別データを地理学的位置決め情報に変換する諸ステ
ップを含む移動ステーション位置決定方法を提供する。
本発明は、他の側面として、ベースステーションと通信下にある複数の移動ステーション
を各々含む複数のセル領域を備え、かつ各々特定のセル領域のベースステーションと通信
下にある複数の相互接続移動スイッチングセンタを備え、各移動スイッチングセンタが、
前記の特定のセル領域においてサービスを受けつつある各移動ステーションに対するネッ
トワーク識別データを維持するセルラーシステムにおいて、あるセル領域内で通信を発信
している移動ステーションの位置を決定する方法であって、移動スイッチングセンタから
、前記移動ステーションに対するネットワーク識別データを含むセルラーチャンネルを伝
送し、伝送されたネットワーク識別データを受信し、受信されたネットワーク識別データ
を地理的位置情報に変換する諸ステップを含む移動ステーション位置決定方法を提供する
。
【図面の簡単な説明】
図１は本発明の１具体例である通信シーケンスを描いたフローチャートである。
図２は本発明の他の具体例である通信シーケンスを描いたフローチャートである。
図３は本発明を採用する移動体システム構成のブロック図である。
図４は図３の移動体システム構成の詳細ブロック図である。
［本発明を実施するための最良のモード］
あるセルラー業務の実施においては、移動ステーションの位置がサービス提供者に知得可
能であることが必要とされる。例えば、 911型緊急業務においては、医療職員は、迅速な
医療的処置が単一または複数キャリヤセルラーネットワークの全適用範囲において利用可
能となるように、困窮源についての確実で正確な読取りを必要とする。上述の Darnell等
の特許に開示される位置発見システムは、 GPSシステムとインターフェースするように特
に構成された変更された移動ステーションから極めて正確な位置情報を搬送するが、加入
者面からのより望ましいシステムは、既存の移動ステーション構成をそのまま維持するこ
とであろう。
本発明は、既存のセルラーネットワークトポロジーの能力性能を向上させ、ネットワーク
からのセルラーパラメータを利用して移動ステーション位置の収得を可能にすることであ
る。セルラーパラメータは、各移動ステーションのそのセルラーネットワーク内における
配置と、それと他の移動ステーションとの関係を定める。例えば、パラメータは、移動ス
テーションにサービスする通信トランク群を識別するデータ、メンバ番号、およびセルお
よび／またはセクタ IDを含んでよい。セルラ データの地理的プロファイルへの正確な変
換は、変換機構として無線図（ラジオプラン）を使用することによって遂行できる。無線
適用範囲の地理的地図に対応するラジオプランは、セクタ化セルに対するセルベースステ
ーションアンテナ位置、高さ、半径および角度から誘導される緯度および経度のような情
報を供給する。
論述および明瞭にするため、「移動ステーションロケータ」（ MSLまたはロケータ）なる
用語は、以後、セルラーネットワークとやり取り のネットワークからの位置決定セル
ラーデータ受入れ体である設備、機構またはアセンブリで、どのような型で実施され、構
成され、動作し得るも 包含するのに使用される。 MSLそれ自体は、入力セルラーデー
タに応答して、対応する地理的位置推測値を生成するための情報資源を維持する。資源は
、例えばセルラーデータが地理的情報に変換可能である場合、無線適用範囲地図からの位
置データを累積することによって構成される。
セルラーネットワークの基本的構成は、セル領域を画定し、かつセル領域適用範囲領域内
の移動ステーションユニットにワイヤレス通信を提供する複数のベースステーションを含
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む。セルラーネットワークはさらに、移動ステーション間の接続および PSTNのような外部
ネットワークへのインターフェーシングを可能にする処理およびスイッチング機能を遂行
するため、ベースステーションおよび他のスイッチングセンタと通信下にある複数の移動
スイッチングセンタを備える。
図１のフローチャートに詳記される本発明の１具体例において、移動ステーションのアイ
デンティティを表わすコードが、移動スイッチングセンタ（ MSCまたは「センタ」）から
移動ステーションロケータに伝送される。詳述すると、アイデンティティコードは、移動
体識別番号（ MIN）および／または電子的シリアル番号（ ESN）に対応する。ロケータはつ
いで、センタに MINに関して問合せし、指定された MINを有する移動ステーションについて
のネットワークデータを要求する。この問合せ 応答して、センタは、トランク群および
メンバ番号のような要求された情報を検索し、ついでそれをロケータに送る。ロケータに
おける変換動作は、セルラーネットワークデータを対応する地理的位置情報に変換する。
図２のフローチャートシーケンスに詳記される本発明の他の具体例においては、セルラー
ネットワークデータは、センタからの MINとともにロケータに伝送される。したがって、
この具体例においては、ロケータはセルラーデータについてセンタを喚起しない。好まし
い実施においては、センタは、特徴コードとして知られる特定のダイアルされた移動体デ
ィジットにより代表される移動ステーションからのトリガ命令に応答して、その移動ステ
ーションに関するセルラーデータの伝送を起こす。
図３は、本発明を実施するためのセルラー構成を例示するシステムレベルブロック図であ
る。位置発見能力を調べる目的で、移動ステーションからの 移動ステーションロケー
タ（ MSL）３２からの位置情報を監視するためにアシスタンスセンタ３１を包含させた。
詳述すると、ＡＣ３１は、移動スイッチングセンタ（ MSC）３３に接続されたセルラーリ
ンクを介してボイスチャンネルを受信しかつロケータ３２から地理的位置データを受け取
るエンティティである。アシスタンスセンタ３１は、使用者 よび位置データを受信し
その情報に基づいてサービスを提供する、ディスパッチおよび／または記憶能力を有する
処理センタを含む。詳しく述べると、アシスタンスセンタ３１は、受呼者（すなわち操作
者またはディスパッチャ）がセルラー電話発呼者と話し、地理的ディスプレイ上に発呼者
位置を表示する能力を提供する装置を備える。
移動スイッチングセンタ３３は、セルラー電話を他の電話（セルラーまたはワイヤライン
）と通信させる処理およびスイッチング機能を提供するセルラー電話ネットワークスイッ
チである。移動ステーションロケータ３２は、移動ステーションに関する位置情報の検索
および記憶を遂行する設備である。詳しく言うと、ロケータ３２は、位置情報を受信し、
検索し、記憶しそして処理し、ついでそれをアシスタンスセンタ３１に供給する。ロケー
タ３２は、移動スイッチングセンタ３３からの位置情報の検索を遂行する MSL-MSCインタ
ーフェース（ MMI）を装備している。
セル領域とも呼ばれるベースステーションが、センタ３３と接続されており、セルラー電
話との無線通信を可能にする。ベースステーションは、全方向またはセクタ化アンテナを
具備する。全方向セルは、セルセンタから全方向に放射する無線の適用範囲を提供する。
この形式のセルは、地図上において円により近似できる。セクタ化セルは、円の一部に対
する適用範囲を提供するアンテナを有する。この形式のセルは地図上においてパイウェッ
ジ形状により近似できる。
図３に示されるセルラー構成を、位置アシスタンスおよび追跡情報サービス（ LATIS）の
現場実験デモ ストレーション中、 発する移動ステーション（例えばセルラー電話）
の位置をセルラーネットワーク内外のエンティティに入手可能とする方法を探索 よう
に働かせた。ロケータ３２は、主としてセルラーネットワークからの位置デー 収集し
、それを変換し、それをアシスタンスセンタ（ＡＣ）３１に供給する機能を果たす。位置
データは、地理的座標と、サービスを与えるセルラーネットワークセル領域（例えばベー
スステーション）のサイズより成る。この位置データの解像度は、セル領域のサイズによ
り制限されたが、複数セル領域からのデータの解像度は、セルサブセット／セクションの
ようなセクタ情報により向上された。
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LATIS実験では、操作者をしてセルラーネットワークに対する 開始させることによっ
て移動ステーション位置を決定するための収集モードを起こさせた。詳述すると、移動ス
テーション操作者は、標準電話上において認識可能な特徴コード（ FC）をダイアルした。
センタ３３は、特徴コードを確認し、 ＡＣ３１に接続し、回答者と発呼者との間にボ
イス接続を設定した。
ロケータ３２による位置情報収集および続いてのＡＣ３１への供給は、以下において方法
Ｉおよび IIとして指示される第１および第２移送方式により LATIS実験中に遂行される。
方法 においては、センタ３３は、発呼者アイデンティティを ネットワーク接続を介し
てＡＣ３１に伝送する。発呼者アイデンティティは、 発するステーションの電話番号
に対応する移動体識別番号（ MIN）により定義される。実験の目的のため、 MINは長さが１
０ディジット（桁）であった。
ＡＣ３１は、 MINに関係するセルラーデータを要求するために発呼者 MINを含むメッセージ
にロケータ３２に送ることにより応答する。ついで、ロケータ３２は、センタ３３とやり
取りして、その特定の移動ステーションにより現在使用下にあるセル領域トランクを検索
する。ロケータ３２は、センタ３３から受信されるトランク情報を、地理的座標（緯度お
よび経度）、解像パラメータ（半径）およびあり得る２つの角度値（セクタ化セルの場合
）を含む位置「値」に変換する。この情報は、ついでフォーマット化され、地理的表示の
ためＡＣ３１に伝送される。セルラー電話に現在サービスを与えているベースステーショ
ンの形式に依存して、位置値は、例えば地理的座標および解像度により記述される円また
はこの情報を運びそして二つの角度値で補足されたパイウェッジでのように、異なる方法
でＡＣ３１により表示され得る。方法 IIにおいては、センタ３３は、発呼者アイデンティ
ティ（例えば MIN）をセルラーネットワークデータと多重化し、組み合わされた信号をＡ
Ｃ３１に伝送する。例えば、センタ３３は、 MIN＋サービスを与えるセル／セクタ）を表
わす５ディジットコードをパルス送出する。ＡＣ３１は、このコードを受信し、それをロ
ケータ３２に送り、このロケータがそれを地理的位置値に変換し、この値が地理的表示の
ためにＡＣ３１に伝送される。下記の表は、実験中使用された移送方法の特徴を集約した
ものである。
　
　
　
　
　
　
　
　
LATIS現場実験は、セルラーネットワークデータをロケータ３２に通信するための特定の
ルートを含んだが、これらのルートは単なる例示として指示されたものであり、本発明の
限定としての役割を果たすものではない。むしろ、セルラーネットワークデータは、ロケ
ータ３２に直接伝送されても、任意の形式の通信リンクを介して間接的に伝送されてもよ
い。さらに、ネットワークデータは、前に伝送されてもボイスチャンネルと同時的に伝送
されてもよい。例えば、ボイスチャンネルは、１チャンネルを介してＡＣ３１または他の
エンティティ 送られ、他方ネットワークデータは、ロケータ３２への代替経路を介して
独立的にルート設定されてもよい。加えて、 MINおよび／またはネットワークデータは（
応用に依存して）、センタ３３から伝送前にボイスチャンネルと多重化されてもよい。
同様に、方法Ｉにおいてロケータ３２がアシスタンスセンタ３１により MINで喚起されて
さえ、また方法 においてセル／セクタ位置情報が変換のためにロケータ３２に結合され
る前にＡＣ３１に最初に伝送されてさえ、ＡＣ３１のこの監視／座標化の役割は、本発明
の限定としての役割を果たすものではない。むしろ、方法Ｉに対する MINおよび方法 IIに
対するセルラーネットワークデータはセンタ３３からロケータ３２に直接伝送でき、他方
ボイス はセンタ３３によりＡＣ３１または任意の他の終端使用者に別個に伝送される
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であろうことも、当技術に精通したものは明らかなはずである。
図４は、図３のセルラー構成の他のブロック図である。図４と関連して述べられる特定の
要素、サブシステムおよび他のエンティティは、本発明の限定と見ら るべきものでなく
、セルラー構成の一つの実施を代表するとみなされるべきものである。当技術に精通した
ものであれば、図４に示される機能は他の等価な手段によって実施できることが明らかな
はずである。
移動ステーションは、なんらの非標準的変形を必要としないモトローラ移動可能なセルラ
ー電話のような標準セルラー電話を採用した。実験中電話が「ホーム」システム上にある
ように、電話はサービスを与える GTE Mobilnetセルラーシステムからの MIN（電話番号）
でイニシャライズされた。
移動スイッチングセンタ３３は、一つのエグゼグティブセルラープロセッサ（ ECP)４１お
よび数台のディジタルセルラースイッチ（ DCS）４２を含む AT&T Autoplex System 1000で
あった。各 DCS ４２は、数個のベースステーション（セル領域）に接続される。センタ３
３になされた唯一のハードウェアの変更は、試験 関連するアシスタンスセンタスイッ
チ４３に搬送するための専用 T-1スパン（トランク群）の接続であった。 DCS ４２および A
CS ４３間のリンクは、図４においてインターフェースＡとして指示されている。
ECP ４１は、必要なディジット変換、 ート設定およびトランク信号送出を提供するよ
うに変更された。下記の記述は、 ECP ４１の特定の形式になされた変更を列挙したもので
ある。
（ 1）加入者および特徴情報フォームは、プライマリーダイアリングクラス ２２を加
えるように変更された。各試験電話の MINは、ダイアリングクラス２２ の一部であっ
た。このクラスは、試験電話のダイアリング能力を制限し存在するトラフィックとの干渉
を防ぐように、試験のために創設された。
（ 2）ダイアリングプランフォーム（ DPLAN）に対してパターンマッチングが加えられた。
これらの変更は、使用された特徴コードを特定する。もしも移動ステーションから受信さ
れるダイヤルされたディジットが 57（方法Ｉ）または 211（方法 II）に整合すると、 DXDR
TEルートに対する 911の目標インデックスおよび 13の被ダイアル番号変更（ DNMOD）が割り
当てられた。もしもディジットが 58+12またはそれより多いディジット（緯度／ 度であ
ろう）に整合すると、 911デスティネーションインデックスおよび 14の DNMODが割り当てら
れた。
（ 3） 被ダイヤル番号変更（ DNMOD セルおよびセクタを整合を遂行した。もしも
テーブル内のセル／セクタの一つから 発せられると、対応する一組のデ ジットがダ
イアルされたディジット（ 57または 211）に加えられ、そして全セットがディジット－バ
イ－ディジットコールルーティング（ DXDRTE）にルート設定された。
（ 4） 被ダイアル番号変更（ DNMOD 、緯度および経度変換を遂行した。 58が到
来ディジットから抹消され、残りの ／ ディジットがデ ジット－バイ デ ジッ
トコールルーティング（ DXDTRE）にルート設定された。
（ 5）ディジット－バイ－デ ジットコールルーティング（ DXDTRE）は、出トランク群が
割り当てられ、デ ジットをパルス送出した。特徴群Ｄ信号送出法を使用した。発呼者 MI
Nは ANI（自動番号識別）フィールドでパルス送出され、 DNMODにより送られるディジット
は、被呼アドレスフィールドでパルス送出された。
上述のように、図３におけるアシスタンスセンタ３１は、ボイスチャンネルのような通信
リンクを介 セルラーネットワークを介して移動ステーションと通信しかつ移動ステー
ション発呼者の地理的位置情報を受信、表示するための手段を装備する。アシスタンスセ
ンタ３１は、以下に述べるように、図４においてはアシスタンスセンタスイッチ（ ACS）
４３およびアシスタンスセンタディスパッチステーション４６として表示されている。 A
 ４３は、到来 関するアイデンティティおよび位置情報を受信して認識しかつこれら

の 必要に応じて操作者にルート設定することができる電話スイッチング装置を含む。
ACS ４３は、２枚の T1カード １枚は実験中使用され他の１枚は試験のために使用される

で構成された Summa Four SDS-500スイッチ４４を含むように構成される。 ACS ４３はさ

10

20

30

40

50

(6) JP 4020427 B2 2007.12.12

れ

呼を

呼ル

番号
番号

*

* 経

１３の ）で
呼が ィ

*

１４の ）は *
緯度 経度 ィ － ィ

ィ
ィ

する

C
S 呼に

呼を
（

）



らに、ダイアルトーンジェネレータ、帯域内信号送出データ捕捉のための MF（多周波）カ
ード、およびもし所望される場合取り付けられた電話セットを制御する SLICカードを含ん
でよい。センタ３３からの専用 T1スパン（インターフェースＡ）は T1カードの一つに結合
され、センタ３３からの がこのカードのポートに入った。 SDSスイッチ４４は、 SDS制御
ソフトウェアをランさせている SDSホスト４５により制御された。スイッチ４４は、スイ
ッチ関係情報およびアクティビティをレポートによりホスト４５に通信し、ホスト４５は
スイッチ４４を制御する命令を発行し、そしてスイッチ４４は応答で命令に応答した。 SD
Sホストマシン４５は、 HP-9000シリー ワークステーションであった。
スイッチ４４に対する制御ソフトウェアは、Ｃプログラミング言語で書かれており、メッ
セージ受信、メッセージ送出、信号捕捉、番号分析および MSL入力準備の諸機能を実行す
るための５つの主モジュール（下に論述）を含んだ。
［メッセージ受信モジュール］
このモジュールは SDSスイッチ４４からのメッセージを受信した。このモジュールは、種
々の形式の応用を支持するように設計された。メッセージ内のデスティネーションコード
および機能 IDに基づいて、メッセージはアプリケーションモジュールに送られた。実験の
ため、唯一のモジュール、すなわち信号捕捉モジュールのみが使用された。
［メッセージ送出モジュール］
このモジュールは、ホストモジュールからメッセージを受け取り、スイッチに伝送のため
それらを待ち行列に入れた。モジュールは、ソケットフル／出力ペンディングおよび通信
エラーを含む、数種の状態応答を発呼モジュールに戻した。
［信号捕捉モジュール］
このモジュールは、 T1およびテル（電話）セット資源の変化に反応した。これらの変化は
、インパルスルール完了レポート、到来ポート変化レポート、出ポート変化レポート、ま
たは出ポート制御命令に対する応答によってホストに送られた。レポートに基づき、命令
が作られ、メッセージ送出モジュールを介してスイッチに送られた。命令は、資源仮装通
信アドレスを含み、 SDSアプリケーションプログラムインターフェース（ API）に関して形
式化された。
インパルスルール完了レポートは、 ら（ T1スパン上の）信号送出情報が完了したこ
とを指示した。受診された信号データは、ついで分析または後続の動作のため番号分析モ
ジュールに送られた。
［番号分析モジュール］
このモジュールは、信号捕捉モジュールにより受信されるディジットを分析し、それが位
置データのどの一組を含むかを決定した（例えば緯度または経度、セルおよびセクタ、ま
たはなし）。位置データは、ついで MSL入力準備モジュールにセットされ送出される位置
情報に再 ーマット化された。
［ MSL入力準備モジュール］
このモジュールは、所与の位置情報セットから MSLに対する位置レコードを作成した。１
位置セット内にエラーが検出されると、適当なエラーメッセージがログファイルに書き込
まれた。そうでな場合には、データレコードは、メッセージ送出モジュールを介してロケ
ータ３２に直接通された。
さらに、このモジュールは、出ポート制御命令をスイッチに送り、 ACDSテルセット（以下
に述べる）に対する出パルスルール（リンギング等）を遂行する。６つのテルセットが使
用されたから、第１のテルセットが話中の場合、第２のものが鳴った。もしも両者が話中
の場合、 待ち行列に入り（発呼者はリングバックを聴く）、そして第１の利用可能な
テルセットが 受けた。
上述のように、アシスタンスセンタはまた、操作者が発呼者と話し発呼者位置を処理する
ことを可能にする電話ディスパッチ装置４７を収容するアシスタンスセンタディスパッチ
ステーション（ ACDS）４６を備えてよい。この電話装置は、 SLICを介して SDSスイッチ４
４にインターフェースされるであろう。
ACDSは、６つの標準電話機４７と、一つの HPシリーズワークステーション４８を含んだ。
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ACS ４３に接続される電話機４７は、操作者が発呼者／試験者と通信することを可能にし
た。二つのソフトウェアアプリケーションがワークステーション上でランされた。すなわ
ち、発呼者位置を電子的に描く地理的情報システム（ GIS）と、グラフィック使用者イン
ターフェース（ UI）で、これは操作者が試験シナリオデータを迅速に集めることを可能
にした。
地理的情報システムは、地理的データを表示するＸウィンドウアプリケーションである。
加えて、 GISは、２または の点 最短ルート／パスを決定するための強力アルゴ
リズムを含む。下記の特徴が、実験において使用のために特に追加された。
★　カーアイコンをもって到来位置データを表示するために一つの特徴が追加された。こ
れは、緯度および経度データが存在する場合「正確な位置」と対応する。
★　円をもって到来位置データを表示するために一つの特徴が追加された。これは、全方
向ベースステーションからの位置と対応する。
★　パイウェッジ（円の一部）のような到来位置データを表示するために一つの特徴が追
加された。これは、セクタ化ベースステーションからの位置に対応する。
★　 関係する情報を検索し、消去するための能力が追加された。任意のアイコンが照
明される間、操作者はそのアイコンをクリックし、その 関する特定情報、すなわち、
MIN、緯度または経度（もし適用できるならば）、およびセル／セクタ値（もし適用でき
るならば）を検索できよう。操作者はまた、エントリを消去してよく、そしてこの点でア
イコンは除去されよう。
GUIは、必要な情報を集めるため操作者を補助する。 GUIは、 X Windows/Motif製品ファミ
リを使って作られ、１２のフィールドをもつメニューバーを有し、操作者は試験情報でこ
れを満たすことができる。フィールドは下に詳記する。
（ a） Dialing MIN：試験者 MIN
（ b） Date：日付けおよび時間はワークステーションオペレーティングシステムから得た
。
（ c） Dial Type：ダイアリング形式（方法Ｉまたは II）をリストする。
（ d） Cell：試験セルの名前および番号をリストする。
（ e） Cell_id：使用されるセルの番号
（ f） Sector：そのセルにおける試験者により使用されるセクタ。
（ g） Caller：発呼者の名前。
（ h） Call_taker：操作者の名前。
（ i） We ther：４つの状態をリストする。晴れ、一部曇り、雨、霧。
（ j） Location：３２の予割当て試験位置をリストする。
（ k） Result：パスまたは失敗は各 test_indexに与えた。
（ l） Duration：３種の 続時間をリストした。 10秒より小、１分より小、１分より大
。
位置情報に対するサーバーとして機能するように、コメントフィールドも提供された。移
動ステーションロケータ３２は、 HP-9000シリーズワークステーションで実施した。
ロケータ３２は、Ｃで書かれたソフトウェアを含みかつ６つのモジュール、主制御、リク
エスト、クエリ（問合せ）－ワン、クエリ－オール、データベース－検索、 GIS－インタ
ーフェースを包含する MSL HOST・サーバユニット４９を備えた。 MSLサーバ４９は、複数
の同時 処理するように設計され、下記のように動作した。主制御モジュールは、（イ
ンターフェースＢを介して） ASC ４３からの到来リクエストを待った。各到来 対して
、もしも位置データが存在すれば、 MSLサーバ４９はそれを変換し（もし必要ならば）、
データメッセージをフォーマット化し、それを ACDS４６に送った。もしも到来 位置デ
ータを含まないならば、 MSLサーバ４９は、移動スイッチングセンタからの情報が含まれ
ているか否かをチェックし、またもしもセンタが分かっていれば、ロケータ３２は、クエ
リ－ワンモジュールを使用してその特定のセンタとやり取りした。もしもセンタが分かっ
ていなければ、ロケータ３２は、クエリ－オールモジュールを使ってすべての接続された
移動スイッチングセンタとやり取りする能力を有した。両形式のクエリモジュールは、以
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下に論述するように MSL-MSC ５０を使用するように設計された。
移動ステーションロケータ３２の性能を確認するため、主制御モジュールは、ログファイ
ルに下記の事象を時間スタンプとともに記録した。
★　到来移動ステーション ッセージを受信。
★　 MSCクエリプロセスにより問合せを MSCインターフェースプロセスに送付。
★　問合せ応答を MSCインターフェースプロセスから受信。
★　移動ステーション位置レコードを ACDSに送付。
［ MSL-MSCインターフェース］
MSL-MSCインターフェース（ MMI）モジュール５０の目的は、 MSC特定の処理を遂行して、
位置情報を検索することである。 MMI50は、 TCL（ Tool Command Langu age）を使用して Ex
pect scriptとして書かれた。 MMI ５０ログインルーチンは、ワークステーションシリア
ルポートを介して Autoplex ECP ４１  Recent Changeポートとの接続を設定した。実験中
、この接続は、モデムをダイアリングし、 ECP ４１へのロギングを含んだが、これはすべ
て MMI ５０により自動的に処理された。一度接続が設定されると、 MMI ５０主プログラム
は、 MSLサーバ４９からの問合せ要求に対する入力ファイルを連続的に操作した。
問合せ要求が見出されると、 MMI ５０は、 OP:DN命令を ECP ４１に発する。この命令は、
問合せ要求メッセージ内にロケータ３２から受信される MINを含む。通常の動作環境にお
いて、 ECP ４１は、 MCR（移動体予備レジスタ）値を戻す。 MMI ５０は、ついで MCR値をも
つ OP:MCR命令を発する。同様な動作環境下において、 ECP ４１は、他のデータモデルもあ
るが、現在移動ステーションにサービスを与えつつあるトランクと対応するセル領域トラ
ンク情報を戻す。 MMI ５０は、この情報（トランク群およびメンバ番号）を出力ファイル
に書き込むことによって、これを MSLサーバに戻した。何らかのエラーに遭遇すると、 MMI
50は、適当なエラーメッセージを出力ファイルに書き込む。
［ MSLデータメッセージフォーマットおよび変換］
ロケータ３２は、位置データを受信し、変換を遂行して、均一な出力メッセージフォーマ
ットをアプリケーション（ API）に提供する。出力メッセージフォーマットの例は下記の
ごとくである。
セルおよびセクタ　　　　４記号
経度　　　　　　　　　　８記号
緯度　　　　　　　　　　８記号
高度　　　　　　　　　　５記号
半径　　　　　　　　　　５記号
スターティング角度　　　５記号
実適用範囲角度　　　　　５記号
メッセージ／コメント１２５記号
各フィールドの境界を画定するためにスペースを使用した。
MSLホスト４９は、特定された移動ステーションに対するセルラーネットワーク識別デー
タを地理的位置情報に適正に変換するために特定の変換動作を実行した。例えば、移送方
法Ｉは、 MSL-MSCインターフェース５０からのトランク群およびメンバ番号データを MSLホ
スト４９に提供する。このデータは、第１の変換動作においてセル IDおよびセクタ ID情報
に変換される。移送方法 IIに対する主動作として、または移送方法Ｉに対する二次的動作
として採用される第２の変換動作において、セル／セクタＩＤを含む入力データは緯度お
よび経度、解像度（半径）、角度１および角度２に変換される。
変換動作は、好ましくは、ロケータ３２において先に生成され記憶されたインデックス可
能なテーブルを使用して遂行されるのがよい。第１変換動作に対するデータは、例えば、
（セル IDおよび／またはセクタ IDにより分類される）各セル領域により使用されるトラン
ク群およびメンバ番号のリストから得られた。第２変換動作に対するデータは、実験のた
めに選ばれたセルに対するラジオプラン（無線適用範囲の地理的マップ）から集められ、
表状のフォーマットに組織化された。各セルの緯度および経度は、インデックスとしてベ
ースステーションアンテナを使用してこれらのラジオプランから直接得られた。セクタ化
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セルに対する角度も、ラジオプランおよびその他のテーブルから抽出された。各セル／セ
クタの解像度は、少なくとも -75dBラジオ信号範囲を提供する中心から最遠点までの距離
としてラジオプランから決定された。好ましくは、 -75dBの数字が、ハンドオフのための
スレッショルドとして適当と認められるに必要な信号強さの基準として使用された。
下記は、図４に示されるユニット間のインターフェースを記述するものである。
（ 1） MSC-ASCインターフェース（リンク「Ａ」）
これは、特徴群Ｄ（ FG-D）信号送出をもつ T1スパンである。 MSC ３３は、 ANI（移動体の M
IN）と、そして位置－移送方法に依存して、発呼者の位置に関する情報を含むダイヤルデ
ィジット列をパルス送出した。
（ 2） ACS-MSLインターフェース（リンク「Ｂ」）
これは、 SDSホスト４５と MSLサーバ４９プロセス間のファイル－移送インターフェースで
ある。すべての移動体発信 対して、移動体 MINおよび最適位置情報を含むリクエスト
メッセージは SDSホスト４５によりファイルに書き込まれた。 MSLサーバ４９は、ファイル
からデータを読んだ。 SDSホスト４５および MSLプロセスは、イーサネットを介して接続さ
れる別個のマシン上で実行された。
（ 3） MSL-MSCインターフェース（リンク「Ｃ」）
これは、 MSLインターフェースユニット５０と MSCの Recent Changeポート間のシリアル接
続である。ロケータ３２はセンタ３３から遠隔に位置するから、ダイアル呼出し電話線上
にモデムが使用される。 MSLの MMI ５０は MSC ３３とやり取りし、移送方法Ｉが動作して
いるとき所与の MINに対するサービス中のトランク群およびメンバ番号データを検索する
。
（ 4） MSL-ACDSインターフェース（リンク［Ｄ」）
これは、 MSLサーバ４９と ACDS４６アプリケーションプロセス間のファイル転送インター
フェースである。 MSLは、地理的位置情報を含むその出力メッセージをファイルに書き込
み、これが ACDSアプリケーション（ GIS）により読み取られる。 MSLおよび ACDSプロセスは
別個のマシン上で実行されるから、ファイル読取り－書込みメッセージを移送するのにイ
ーサネット接続が使用された。
上述の位置発見方式に対する代替案として、 GPS のような外部位置決めシステムにイ
ンターフェースされた改良型の移動ユニットを使用して、移動ステーション領域にて地理
的位置データを得ることができよう。このサービスに対する位置データは、改良型移動ス
テーションによりアップロードされた緯度および経度より成った。このデータの解像度は
、移動ステーションにて使用される位置決め装置の能力に依存した。
このサービス（移送方法 IIIと記される）のため、「改良型」セルラー電話は、移動ユニ
ットの現在位置を決定し得る取り付けられた位置決めデバイスを採用した。移動体操作者
の命令にて、改良型電話は、位置決めデバイスからの現在位置情報を読み、自動的に
発した。ダイヤルされたディジットは、特徴コードプラス緯度および経度位置情報を含ん
だ。移動スイッチングセンタは、この特徴コードを認識し、 アシスタンスセンタに接
続した。詳述すると、スイッチングセンタは、セルラー電話によりダイヤルされたディジ
ットに含まれた、 MINプラス緯度「 lat」および経度「 lon」をパルス送出した。「 lat」は
８ディジットを必要とし、「 lon」は７ディジットを必要とした。スイッチングセンタは
この情報をステーションロケータに転送し、ステーションロケータはそれを再フォーマッ
ト化し、グラフ表示のためアシスタンスセンタに送った。移送方法 IIIは、下記の表に集
約してある。
　
　
　
　
　
　
移送方法 IIIの実施は、上述の移動体システム構成に対してある変更を必要とした。以下
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の論述は、 GPSベースの実施に対してなされた改良を記載した。
［セルラー電話の改良］
５台の GTE CCP-2000セルラークレジットカード電話（ CCP）を、移送方法 IIIを実施するた
めに上述の LATTIS実験において使用するために変更した。変更は、下記のようなソフトウ
ェアおよびハードウェアの修正を含んだ。
ハードウェアの変更は下記のものを含んだ。
★　 CCPの側部上の RJ11データジャックを、 CCPマイクロプロセッサのシリアルポートに直
接接続するように変更した。これにより、 CCPはシリアルリンクを介して取り付けられた
位置決めデバイスと通信することが可能となった。
CCPのオペレーティングソフトウェアに対して数種の変更をなした。
★　ソフトウェアは、１秒ごとに１度シリアルポートをポールし、接続された位置決めデ
バイスからの位置データを捜索する。もしもデータが見出され、有効位置情報が含まれて
いれば、データは有効としてフラグ付けし、バッファに格納した。もしもデータがなけれ
ば、あるいは無効位置情報が含まれれば、データは無効としてフラグ付けした。
★　ソフトウェアは、 CCPのディスプレイ上に位置状態を表示した。もしも位置データフ
ラグがバッファ内に有効データを指示すると、ディスプレイは、各５秒ごとに交番する緯
度および経度情報で更新される。もしもデータが無効としてフラグ付けされれば、「 Inva
lid Loc Data」メッセージが５秒ごとに表示された。
★　「 Data」キーの機能は、下記の機能性を提供するように変えられた。もしもデータキ
ーが使用者／試験者により押し下げられると、 CCPは自動的に 開始する。ダイヤルさ
れたディジットは、３ディジットのプログラマブル特徴コード（ FC）、続いて１５ディジ
ットの位置情報（８の経度ディジットとそれに続く７の緯度ディジット）。 うまく開
始されると、 CCPの制御は試験者に戻された。
★　［ Lock］キーは、それが追跡モードに対する切替えとして働くように変更された。も
しも、ロックキーが押し下げられているとき追跡モードが現在オフであると、 CCPソフト
ウェアはそのモードをイネーブルする。もしもキーが押し下げられているときにそのモー
ドがオンであると、ソフトウェアは、このモードをターンオフした。追跡モードにある間
、 CCPソフトウェアは、電話の完全な制御を維持した。試験者はロックキーを押すだけで
よく、これによりモードは不能化状態に導かれ、そして制御は試験者に戻った。追跡モー
ドにある間、 CCPは、予めプログラムされた間隔で予備を自動的に開始する。 開始は
、データキーの押下げに対応する 開始と同一であったが、 継続時間と呼 間の時
間は一組のプログラマブルパラメータにより決定された。
★　 CCPサービスユーティリティは、データキーに対する特徴コードがプログラムされる
ことを可能にするように変更された。変更はまた、追跡モードに対する特徴コード、
続時間および 間隔のプログラムを可能にするようになされた。
位置決めデバイスは、 Lowrance OEM GPS受信機であったが、任意の地理的位置決めシステ
ムも採用できよう。これらの GPS受信機は、 GPS のような位置収集システムからの信号
を受信し、信号を処理し、これらの信号に基づいて位置推測値を計算することができた。
一つの受信機が、シリアルデータケーブルを介して各 CCP-2000型電話に接続された。 GPS
受信機は、１秒ごとに１度位置情報メッセージを自動的に送った。これらのメッセージは
、受信機状態、位置状態および位置情報を含んだ。 GP 受信機の解像度は、環境的ファク
タに大きく依存し、連続的に変わる。代表的環境において、三つまたはそれ以上の か
らデータを受信しつつある GPS受信機は、 50ないし 100メー の精度を有する。
以上、本発明を好ましい具体例について説明したが、斯界に精通したものであれば、本発
明の技術思想から逸脱することなく種々の変化変更をなし得ることは明らかであろう。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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