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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークにおける基地局が位置を変更したか否かを判定する方法であって、
　第１の時間に、前記基地局に隣接する複数の基地局によって送信された信号を検出して
当該複数の基地局を識別する第１の検出ステップと、
　第２の時間に、前記基地局に隣接する複数の基地局によって送信された信号を検出して
当該複数の基地局を識別する第２の検出ステップと、
　前記第１の時間に検出された信号と、前記第２の時間に検出された信号と、に基づいて
、前記第１の時間に識別された複数の基地局と前記第２の時間に識別された複数の基地局
とが同じであるか否かを判定することによって前記基地局が位置を変更したか否かを判定
する判定ステップと、
　前記判定ステップにおいて前記基地局が位置を変更したと判定された場合に、前記通信
ネットワークのオペレータに警告を通知する通知ステップと、
　を含み、
　前記基地局がアクティブの間、前記第１の検出ステップ、前記第２の検出ステップ及び
前記判定ステップは繰り返されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記複数の基地局からの信号の強さに基づいて、前記複数の基地局のそれぞれに関連す
る前記基地局の位置を判定するステップ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】
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　前記複数の基地局からの信号のタイミングに基づいて、前記複数の基地局のそれぞれに
関連する前記基地局の位置を判定するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項４】
　前記複数の基地局は、モバイルネットワークにおける前記基地局を複数含むことを特徴
とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の位置を変更したか否かを判定する方法を、セル
ラ通信ネットワークにおいて実行するように構成されることを特徴とする基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体通信システム用の基地局に関し、特に、基地局の位置を判定する方法
およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動体通信システムにおける基地局の位置を知ることが極めて重要であり、大いに望ま
しいであろう場合がある。例えば、緊急コールが基地局を通してされたときに、緊急に対
応できるように、緊急サービスが基地局の位置を知るように要求するかもしれない。加え
て、基地局の位置を知り、基地局への接続を有するモバイル機器の少なくともおおよその
位置を知ることは、モバイルネットワークオペレータにモバイル機器への位置ベースのサ
ービスを提供させることを許可する。
【０００３】
　既存の移動体通信システムにおいて、基地局が構成されてモバイルネットワークオペレ
ータ自身により始動されると、モバイルネットワークオペレータは、常に、基地局の位置
を正確に知る。
【０００４】
　フェムトセル（Femtocell）基地局が提案されており、それは、住宅やオフィス内での
使用のために消費者によって購入されることができる。この基地局は、既存のブロードバ
ンドインターネット接続を用いてモバイルネットワークオペレータのコアネットワークへ
のバックホール（backhaul）を提供する。そのような環境において、モバイルネットワー
クオペレータは、フェムトセル基地局が位置された場所を正確に知ることができないかも
しれない。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明によると、基地局自身の位置についての情報を判定するステップと、基地局への
接続を有するモバイル機器の位置を判定するステップとを有する、移動体通信ネットワー
クの基地局もしくはネットワーク自身において用いられる方法が提供される。基地局は小
範囲領域を有する場合に、基地局の位置についての情報がモバイル機器の位置の適切で正
確な評価として得られることができる。反対に、モバイル機器の位置についての情報が基
地局の位置の適切で正確な評価として得られることができる。
【０００６】
　本発明の他の態様によると、その方法を実行する基地局およびネットワークノードが提
供される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、本発明の一態様に係る移動体無線通信ネットワークの一部を示すブロッ
ク概要図である。
【図２】図２は、本発明の一態様に係る基地局のブロック概要図である。
【図３】図３は、本発明に係る第１の方法を示すフローチャートである。
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【図４】図４は、本発明に係る第２の方法を示すフローチャートである。
【図５】図５は、本発明に係る第３の方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１は、本発明の一態様に係る移動体無線通信ネットワークの一部分を示す。特に、図
１は、移動体無線通信ネットワークのコアネットワーク（ＣＮ）１０と無線ネットワーク
（ＲＮ）１２を示す。それらは、一般的な従来のものであり、本発明の理解用に必要な限
定された程度にのみ図示され、記述されている。
【０００９】
　従って、コアネットワーク１０は、公衆交換電話網（PSTN：Public Switched Telephon
e Network）（不図示）とパケットデータネットワークへの接続を有し、例えば、インタ
ーネット１４である。無線ネットワーク１２は、例えば、一般的な従来のＧＳＭ無線ネッ
トワーク、ＵＭＴＳ無線ネットワークの少なくとも１つを含んでもよい。図１に示される
ように、無線ネットワーク１２は、接続されるいくつかの基地局（ＢＳ）１６ａ、１６ｂ
、１６ｃを有する。
【００１０】
　当業者により認識されるであろうように、典型的な無線ネットワーク１２は、そのよう
な多くの接続された基地局を有する。それらの基地局は、おのおのの地理的な領域、即ち
セルに渡る範囲を提供する。そのことにより、サービスが加入者に対して有効になる。多
くの場合、意図されるサービス領域全体への範囲を共に提供する基地局のグループがあり
、一方、他の基地局は、意図されるサービス領域内のより狭い領域への付加的な範囲を提
供している。特に、より小領域に対しては、サービスのためのより多くの需要が期待され
る。第１のグループの基地局により供給されるセルはマクロセルといわれ、一方、付加的
な基地局により供給されるより狭い領域は、ミクロセルといわれる。
【００１１】
　図１は、また、例えば、単一の住宅もしくはオフィスビル内のような極めて狭い領域に
渡る範囲を提供するために用いられることができる付加的な基地局１８を示す。これは、
フェムトセル基地局（ＦＢＳ）といわれる。フェムトセル基地局１８は、一般的な小売店
から顧客により購入され、購入後、顧客の既存のブロードバンドインターネット接続２０
によりインターネット１４を通してモバイルネットワークオペレータのコアネットワーク
１０に接続されることができる。従って、従来のモバイル電話２２のユーザは、フェムト
セル基地局１８を通して他の機器と接続を確立することができる。同様に、他のいずれの
モバイル電話は、基地局１６ａ、１６ｂ、１６ｃのようなモバイルネットワークオペレー
タのネットワークの他の基地局の１つを通して接続を確立することができる。
【００１２】
　図１に示されるように、コアネットワーク１０は、管理システム（ＭＳ）１１を含み、
管理システムは、ネットワークにおいてアクティブであるフェムトセル基地局１８および
他のフェムトセル基地局を特に管理するために提供される。
【００１３】
　上述したように、マクロセル基地局は、フェムトセル基地局１８の位置とフェムトセル
基地局１８の範囲領域にある間のモバイル電話２２の位置を含む意図されたサービス領域
全体の範囲を提供する。
【００１４】
　この特徴は、本発明の一態様において用いられ、より詳細に後述されるであろう。
【００１５】
　本発明の一実施形態において、顧客のブロードバンドインターネット接続２０は、ＤＳ
Ｌ（Digital Subscriber Line：デジタル加入者回線）技術を用いて、ホールセール・サ
ービス・プロバイダ（ＷＳＰ：wholesale service provider）６２により提供されるイン
フラストラクチャを通してインターネット・サービス・プロバイダ（ＩＳＰ：Intnernet 
service povider）６０により提供される。同様のインフラストラクチャは、地上通信線
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の電話をコールするために用いられる。回線２０のような各ブロード回線は、製造業者認
証コード（ＭＡＣ：Manufacturers Authentication Code）により識別される。一方、イ
ンターネット・サービス・プロバイダ（ＩＳＰ）は、顧客のＩＰアドレスを知る。同時に
、回線は、コーリング・ライン・アイデンティティ（ＣＬＩ：Calling Line Identity）
により識別され、ＣＬＩは、顧客の地上通信線の電話番号を示すために用いられる。製造
業者認証コード（ＭＡＣ）とコーリング・ライン・アイデンティティ（ＣＬＩ）の間には
マッピングがあり、少なくともインターネット・サービス・プロバイダ（ＩＳＰ）とホー
ルセール・サービス・プロバイダ（ＷＳＰ）の少なくとも１つは、製造業者認証コード（
ＭＡＣ）とコーリング・ライン・アイデンティティ（ＣＬＩ）の少なくとも１つを顧客の
物理アドレスと関連付けることができる。
【００１６】
　本発明の一実施形態においては、それゆえ、フェムトセル基地局１８の物理的な位置は
、用いるＩＰアドレスから判定されることができる。
【００１７】
　本発明の実施形態と他の実施形態においては、フェムトセル基地局の物理的な位置は定
期的に判定されることができる。そして、この物理的な位置が変更されたと判定されたと
きに警告が提供されることができる。この警告は、例えば、フェムトセル基地局の更なる
使用を防ぎ、有効なサービスを制限するために用いられることができる。
【００１８】
　さらには、フェムトセル基地局は、低電力で短い範囲（例えば、１０ｍから２０ｍの範
囲で）で動作することを意図されているので、判定されたフェムトセル基地局の物理的な
位置は、フェムトセル基地局への接続を有するいずれのモバイル機器の位置の評価を与え
る。そして、この評価は、多くの目的において十分に正確である。
【００１９】
　より特定的には、本発明の一実施形態において、無線ネットワーク１２は、ＳＭＬＣ（
Serving Mobile Location Center）６４を含み、それは、より詳細に後述されるように、
フェムトセル基地局もしくは接続されたモバイル機器の位置を計算することができる。さ
らに、コアネットワーク１０は、位置情報を格納して引き出すことができるＧＭＬＣ（Ga
teway Mobile Location Center）６６を含む。
【００２０】
　図２は、基地局１８のより詳細な構成を示す図である。基地局は、デュプレクサ２４に
接続されているアンテナ２３を有する。移動体無線ネットワークが、周波数分割多重の原
理で動作し、各機器が既知の関係を有する一組の周波数上での無線周波数信号を同時に送
信し受信することができる場合に、デュプレクサは、効果的に一組の整合されたフィルタ
となる。それは、システム・ダウンリンク周波数（即ち、基地局１８の送信周波数）での
信号をアンテナ２３へ送出させることを許可し、システム・アップリンク周波数（即ち、
基地局１８の受信周波数）での信号をアンテナ２３から送出させることを許可する。
【００２１】
　加えて、本発明の望ましい実施形態において、基地局１８は、割り当てられたシステム
・ダウンリンク周波数において、他の基地局、例えば、基地局１６ａ、１６ｂ、１６ｃよ
り送信された信号を検出することができる。例えば、基地局１８は、モバイル電話のよう
なユーザ機器において見出される従来の受信回路に対応する別の受信回路を備えるように
してもよい。もしくは、更なる手段がアンテナ２３で受信したシステム・ダウンリンク周
波数における信号を基地局１８において受信するように備えられてもよい。
【００２２】
　基地局１８は、信号プロセッサ２６を含む。基地局１８による送信用の信号の場合、信
号プロセッサ２６は、ディジタル信号を受信し、それらを基地局により用いられる通信標
準に基づいて、要求されるフォーマットに変換する。そして、信号を送信ＲＦ回路（ＴＸ
）２８に送出する。一般的な従来のように、送信ＲＦ回路２８は、信号をアナログフォー
ムに変換し、それらをダウンリンク周波数Ｆｄｌでシンセサイザ回路３０により供給され
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る発振信号を用いる要求された無線周波数にアップコンバート（upconvert）する。ＲＦ
信号は、デュプレクサ２４を通して送信用のアンテナ２３に送出されることができる。
【００２３】
　基地局１８への接続を有するモバイル機器により送信される信号の場合、信号は、アン
テナ２３において受信される。そして、デュプレクサ２４を通して受信ＲＦ回路（ＲＸ）
３４に送出される。一般的な従来のように、受信ＲＦ回路３４は、アップリンク周波数Ｆ
ｕｌでシンセサイザ回路３０により供給される発振信号を用いる関連する無線周波数から
の信号にダウンコンバート（downconvert）する。そして、それらをディジタルフォーム
に変換する。ディジタル信号は、その後、信号プロセッサ２６に送出される。
【００２４】
　本発明に従い、基地局１８は、他のネットワークノード、特には、マクロセル基地局１
６ａ、１６ｂ、１６ｃと、フェムトセル基地局１８の範囲領域内のいずれかの付加された
モバイル電話２２との少なくとも１つにより送信される信号から引き出された情報を用い
る。その結果、自身の操作を最適化する。
【００２５】
　基地局１８は、ＳＩＭカードや加入者データを含む他のモジュール用のインタフェース
５２に接続されたコントローラ５０の制御の下で動作する。適切なＳＩＭカードは典型的
には、基地局１８の購入時に顧客に提供され、このＳＩＭカードは、基地局１８を一意に
識別するために用いられることができる。ＳＩＭカードを含むことができるように、基地
局１８は、ユーザ機器の機能の幾つかを実行することができ、ネットワークによりユーザ
機器として認識されることができる。
【００２６】
　基地局１８の位置、より特定的にはＳＩＭカードの位置を知ることがネットワークにと
ってなぜ必要であるか、さまざまな理由がある。
【００２７】
　例えば、緊急コールが基地局１８に接続されたモバイル電話によりされたとき、モバイ
ルネットワークオペレータは、好ましくは、コールした機器の位置を示すことができるべ
きであろう。フェムトセル基地局１８が短い範囲（例えば、範囲は約２５ｍか、フェムト
セル基地局は一つの特定のビル内でのみ範囲を提供してもよい）のみを有する場合、フェ
ムトセル基地局の位置を緊急サービス当局に提供することが十分であってもよい。
【００２８】
　また、フェムトセル基地局１８がＳＩＭカードとともにモバイルネットワークオペレー
タにより顧客に供給されてもよい一方、そして、ＳＩＭカードが典型的にはモバイル電話
から除去可能であることと同じ点で、基地局１８から除かれることがＳＩＭカードにとっ
て利点であるかもしれない一方、モバイルネットワークオペレータにとって、ＳＩＭカー
ドが異なる基地局に挿入されることができるべきであることは極めて望ましくないかもし
れない。同様に、モバイルネットワークオペレータにとって基地局１８が、承認されてい
ない位置、例えば、モバイルネットワークオペレータがオペレーティングライセンスを有
する国の外側から操作されるべきことは、極めて望ましくないかもしれない。
【００２９】
　図３は、基地局１８の位置を判定する第１の方法を示すフローチャートである。ステッ
プ３０において、基地局１８は顧客により、小売店か遠隔（例えばインターネットを介し
て）購入されたときに、アドレスが記録される。ステップ３２において、この記録された
アドレスは、管理システム内のデータベースに格納される。そして、基地局１８を一意に
識別するデータと関連付けられる。そのようなデータとは、例えば、基地局１８に関連し
た一意のネットワーク・インタフェース・コントローラ（ＮＩＣ：Network Interface Co
ntroller）であり、または、基地局１８におけるＳＩＭカードに関連した一意の国際モバ
イル加入者識別子（ＩＭＳＩ:International Mobile Subscriber Identifier）である（
ＳＩＭカードが基地局１８から除かれることができない、除かれていなかったとされる場
合）。
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【００３０】
　プロセスのステップ３４において、この格納されたアドレスは、基地局１８が最初にネ
ットワークに接続したときに、操作可能なモバイルネットワークオペレータに知らせてア
クティブ化される。
【００３１】
　いくつかのケースにおいて、基地局１８が動作中でのアドレスと同じ格納されたアドレ
スを用いることがモバイルネットワークオペレータにとって適切であろう。
【００３２】
　基地局１８の位置が正しいという確信の大きな程度を提供するために、付加的なステッ
プがとられることができる。そして、図４は、そのようなプロセスを示すフローチャート
である。このプロセスのあるステップは基地局１８において実行されなければならない。
また、プロセスの他のステップは、管理システム１１もしくは他のネットワークノードに
おいて実行されなければならない。また、さらなるステップが基地局１８か、管理システ
ム１１か、他のネットワークノードのいずれか適切とされるものとして実行されてもよい
。
【００３３】
　ステップ４０において、基地局１８は、隣接する基地局（例えば、図１に示されるネッ
トワークにおける基地局１６ａ、１６ｂ、１６ｃ）から送信される信号の特定されたパラ
メータを測定する。例えば、測定されたパラメータは、そのような隣接する基地局により
送信された特定の信号の強さに関連してもよい。
【００３４】
　測定されるべきパラメータは、示されるマクロセルそれぞれのセルＩＤを含んでもよい
。これは、基地局１８の位置が２、３キロメートルの正確さで決定されることができるの
みであるが、いくつかの場合においては十分であるかもしれない。
【００３５】
　基地局１８は、検出された信号間のＳＦＮ－ＳＦＮの観測された時間差を検出するよう
にしてもよい。これは、基地局１８の位置を引き出すためのＯＴＤＯＡ（Observed time 
Difference on Arrival）に従って用いられることができる。
【００３６】
　このように、基地局１８は、隣接する基地局を識別することができ、これらの基地局か
ら送信された信号から幾つかの情報を取得することができる。上述したように、基地局１
８は、好ましくは、割り当てられたシステム・ダウンリンク周波数で、基地局１６ａ、１
６ｂ、１６ｃのような他の基地局により送信された信号を、自身の送信を割り込むか、コ
ールを処理するために用いられる受信回路と並行して動作可能な別の受信回路を含むこと
によって検出することができる。
【００３７】
　ステップ４１において、特定の無線パラメータは、ステップ４０において、基地局１８
により識別されたマクロセル基地局から取得される。例えば、ステップ４０において測定
されたパラメータが隣接する基地局により送信された特定の信号の強さと関連する場合、
ステップ４１において取得されたパラメータは、隣接する基地局により送信されたそのよ
うな信号に付随する既知のパワーと関連するようにしてもよい。基地局１８は、ＧＳＭ、
ＵＭＴＳ等の種種の技術を用い、種種のオペレータにより操作される隣接する基地局の無
線パラメータを取得することができるようにしてもよい。一例として、そのような測定さ
れたパラメータは、基地局１８の位置を決定する際に用いるために、基地局１８から管理
システム１１に送信される。
【００３８】
　さらに、これらのマクロセル基地局の位置は、モバイルネットワークオペレータに既知
であり、データベースにおいて、適切なフォーム（例えば、地理的なＸ－Ｙ座標）で格納
されるであろう。ステップ４２において、位置情報は、それゆえ、ステップ４０において
基地局１８により識別されたマクロセル基地局用のデータベースから引き出される。
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【００３９】
　この情報に基づいて、ステップ４３において、基地局１８の位置は計算され、もしくは
、少なくとも、十分に高い程度の正確さで評価されることができる。例えば、信号の測定
されたパラメータが信号の強さに関連する場合、もしくは、信号の送信回数に関連する場
合、そのような信号が検出された隣接する基地局のそれぞれからの基地局１８の距離を評
価するか計算することができる。その後、少なくとも３つのそのような基地局がある場合
、同じ地理的Ｘ－Ｙ座標における基地局１８の位置を計算するか評価するために、よく知
られる三角測量の技術を用いることが可能である。
【００４０】
　ステップ４４において、基地局１８の従前に記録された動作アドレスは、例えば、街路
アドレスか郵便番号のフォームで格納されているが、同じ座標のスキームで地理的座標に
変換される。
【００４１】
　ステップ４５において、ステップ４３で引き出されたような基地局の地理的座標は、ス
テップ４４において取得されたユーザアドレスの地理的座標と比較される。その後、適切
なアクションがとられる。もし、引き出された地理的座標が適切な許容範囲内で、記録さ
れたアドレスに対応する地理的座標に整合する場合、記録されたアドレスが正しいとする
。多くの目的において、地理的座標における基地局１８の位置を記録することは、利便性
がよい。
【００４２】
　もし、引き出された地理的座標が記録されたアドレスに対応する地理的座標と適切な許
容範囲内で整合しない場合、これは、基地局１８は、承認されていない位置において用い
られていることを示唆する。そのような状況において、警告信号がモバイルネットワーク
オペレータに送信されるようにしてもよい。また、基地局１８の位置が再び変更するまで
、基地局１８へのサービスを中止することが適切であるようにしてもよい。
【００４３】
　このプロセスは、基地局１８がアクティブの間、定期的なインターバルで実行されるこ
とができる。
【００４４】
　基地局１８がその位置を変更したか否かの判定は、測定されたパラメータのいくつかを
比較することにより、いずれの状況についても正確に位置を判定する必要なく、行われる
ことができる。例えば、異なる時間における検出された隣接するマクロセルのそれぞれの
セルＩＤを検出することは、隣接するマクロセルの同一のリストを与えるべきであり、顕
著な変更が基地局１８の位置における変更に起因するようにしてもよい。そのような場合
、顕著な変更は、モバイルネットワークオペレータのネットワーク・プランニングにおけ
る変更に起因するであろうし、この技術の信頼性は、複数のモバイルネットワークにおけ
る近接するマクロセルのそれぞれのセルＩＤを検出することにより改善される。
【００４５】
　上述したように、他の点として、ＳＩＭカードは、一つの位置における基地局１８のよ
うな基地局から除かれることができ、そして、その後、他の位置にある異なる基地局に挿
入される。潜在的に、ユーザに同じサービスを取得させることができ、モバイルネットワ
ークオペレータの不利点となる。
【００４６】
　図５は、そのような状況における他の基地局におけるＳＩＭカードの使用を禁止するメ
カニズムを示すフローチャートである。メカニズムは、基地局１８に関連する一意のネッ
トワーク・インタフェース・コントローラ（ＮＩＣ:Network Interface Card）番号と、
基地局１８におけるＳＩＭカードに関連する一意の国際モバイル加入者識別子（ＩＭＳＩ
:International Mobile Subscriber Identifier）を利用する。
【００４７】
　ステップ５０において、基地局１８は、ＳＩＭのＩＭＳＩ番号とＮＩＣ番号を読み出す
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。ステップ５１において、その後、これらの２つの番号を関連付け、それらを管理システ
ム１１上に送出する。
【００４８】
　ステップ５２において、管理システム１１は、この関連付けが許可しうるものか否かを
判定する。例えば、もし、他の位置における他の基地局１８からＳＩＭを転送する試みが
行われたとき、これは結果として、ＮＩＣ番号とＳＩＭ　ＩＭＳＩとの間の関連付けを管
理システム１１に知らせる新たな基地局となる。管理システム１１は、それゆえ、ＳＩＭ
　ＩＭＳＩが既に他のＮＩＣ番号と関連されているか否かを判定するようにチェックする
。もし、ＳＩＭ　ＩＭＳＩが実際に他の基地局と関連付けられている場合、管理システム
１１は、この新たな基地局の使用を禁止する。例えば、管理システム１１は、基地局がロ
ック（lock）されているということと、それらがモバイルネットワークオペレータにコン
タクトすべきということを知らせるユーザにＳＭＳメッセージを送信する新たな基地局に
メッセージを送るようにしてもよい。場合によっては、基地局を介して行われるように許
可されるであろう。
【００４９】
　しかし、関連付けが許可され得るとすると、ステップ５３において、管理システム１１
は、基地局１８にこの特定のＳＩＭ　ＩＭＳＩ番号を特定のＮＩＣ番号を有する基地局と
ともにのみ動作させるように基地局１８にメッセージを返信する。それにより互いにロッ
クする。
【００５０】
　メンテナンスの目的のためにメンテナンスＳＩＭが提供され、多くの基地局において用
いられることが必要となるであろう。そして、それゆえ、それぞれの基地局により認識可
能となるであろう。その結果、基地局は、メンテナンスＳＩＭが基地局に挿入されたとき
に、ＳＩＭ／ＮＩＣの妥当性検証プロセスを行わない。
【００５１】
　図４に示すプロセスは、隣接する基地局からの信号を検出する基地局１８によっている
。しかし、他の場合において、そのような測定は有効でない。それは、基地局がシステム
・ダウンリンク周波数上での信号を検出することができないかという理由か、もしくは、
基地局の屋内環境におけるマクロセルの範囲が不適切である理由のいずれかによる。その
ような場合に、基地局は、有利に、基地局１８に接続された少なくとも１つのモバイル機
器からの測定レポートを要求し、受信することができる。
【００５２】
　その後、基地局１８は、例えば、モバイル機器がより多くのマクロセルからの信号を検
出することができるようにしてもよい理由で、モバイル機器の少なくとも１つからの測定
結果に基づく三角測量法が道理的に正確であると仮定することができる。例えば、モバイ
ル機器は、基地局１８がない場合においてさえ、ＧＳＭマクロセル測定結果にアクセスす
ることができるようにしてもよい。それは、ＧＳＭ信号がよりよい屋内範囲を有するか、
もしくは、基地局１８がＵＭＴＳシステム・ダウンリンク周波数上であり、ＧＳＭシステ
ム・ダウンリンク周波数上でない信号を検出することができるという理由のいずれかによ
る。
【００５３】
　加えて、モバイル機器の一つがＡ－ＧＰＳ（Assisted Global Positioning System）技
術を備えているようにしてもよい。その中で、極めて正確な位置測定が有効となるように
してもよい。
【００５４】
　基地局１８は、特定の時間において少なくとも１つのモバイル機器からの位置検出信号
を取得することができる。そして、よりよい信号が有効となることが確定するまで、この
位置を格納することができる。
【００５５】
　それゆえ、基地局１８の位置と、付加されたモバイル機器の位置を判定する技術が提供
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