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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　標的端末のための位置推定値を決定する際の補助を求めるリクエストを発生させ、該リ
クエストをブロードキャストするための無線ネットワークにおける少なくとも一つのセク
ターを選択し、前記少なくとも一つのセクターに位置し且つ前記補助を提供できる少なく
とも一つの測距端末へと該リクエストをブロードキャストするように構成され、前記測距
端末は、前記標的端末とピアツーピアで通信し、前記標的端末のための位置決定を支援す
るピアツーピア（ＰＴＰ）移動端末である、少なくとも一つのプロセッサと；
　前記少なくとも一つのプロセッサに結合されたメモリーと
を具備してなる装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置であって、前記リクエストは、少なくとも一つの測距端末からの
距離測定情報を要請し、前記位置推定値は前記距離測定情報に基づいて決定される装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、前記少なくとも
一つの測距端末から少なくとも一つの応答を受信して、該少なくとも一つの応答に基づい
て前記標的端末のための位置推定値を決定するように構成される装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、前記少なくとも
一つの測距端末から少なくとも一つの応答を受信し、該少なくとも一つの応答の各々につ
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いて距離測定値を入手し、前記測距端末からの応答についての距離測定値に基づいて、前
記標的端末と各測距端末との間の距離を推定し、前記少なくとも一つの測距端末の各々に
ついての推定された距離に基づいて、前記標的端末についての位置推定値を決定するよう
に構成される装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、前記少なくとも
一つの測距端末から少なくとも一つの応答を受信し、ここでの各測距端末からの応答は、
測距端末の位置および前記リクエストについての距離測定値を含むように、また、各測距
端末からの応答についての距離測定値を得るように、また前記リクエストについての距離
測定値および前記測距端末からの応答についての距離測定値に基づいて、前記標的端末と
各測距端末との間の距離を推定するように、また前記推定された距離および少なくとも一
つの測距端末の各々についての位置に基づいて、前記標的端末についての位置推定値を決
定するように構成される装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、無線ネットワー
クにおける特定のセクターへと前記リクエストをブロードキャストするように構成される
装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、無線ネットワー
クにおける全てのセクターへと前記リクエストをブロードキャストするように構成される
装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の装置であって、前記リクエストは、前記少なくとも一つの測距端末に
対して、前記標的端末についての距離測定情報を得るように、また該距離測定情報を前記
標的端末についての位置推定値を決定できるネットワークエンティティーに転送するよう
に要請する装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、前記ネットワー
クエンティティーから前記標的端末についての位置推定値を受信するように構成される装
置。
【請求項１０】
　請求項８に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、前記標的端末に
おけるタイミングオフセットを示す情報を送るように構成され、前記タイミングオフセッ
トは、前記無線ネットワークの時間ベースであるシステム時間からのオフセットである、
装置。
【請求項１１】
　請求項８に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、該少なくとも一
つのプロセッサが少なくとも一つの他の送信機についての少なくとも一つの距離測定値を
入手し、該少なくとも一つの距離測定値を前記ネットワークエンティティーに送るように
構成される装置。
【請求項１２】
　請求項１に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、前記少なくとも
一つの測距端末から少なくとも一つの応答を受信し、該少なくとも一つの応答の各々につ
いて距離測定値を入手し、少なくとも一つの他の送信機について少なくとも一つの追加の
距離測定値を入手し、また前記少なくとも一つの応答についての前記少なくとも一つの距
離測定値および前記少なくとも一つの他の送信機についての少なくとも一つの追加の距離
測定値に基づいて、前記標的端末についての位置推定値を決定するように構成される装置
。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、無線ネットワ
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ークにおける少なくとも一つのベースステーションについて、少なくとも一つの追加の距
離測定値を得るように構成される装置。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、人工衛星測位
システムにおける少なくとも一つの人工衛星について、少なくとも一つの追加の距離測定
値を得るように構成される装置。
【請求項１５】
　請求項１に記載の装置であって、前記標的端末および前記少なくとも一つの測距端末は
セルラーネットワークの中にある装置。
【請求項１６】
　請求項１に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、セルラーネット
ワークにおけるアクセスチャンネルについてのオープンループ電力推定を駆動し、前記オ
ープンループ電力推定により決定された電力レベルで前記リクエストをブロードキャスト
するように構成される装置。
【請求項１７】
　標的端末において、該標的端末についての位置推定値を決定する際の補助を求めるリク
エストを発生させることと；
　前記リクエストをブロードキャストするために、無線ネットワークにおける少なくとも
一つのセクターを選択することと；
　前記リクエストを、前記少なくとも一つのセクターに位置し且つ前記補助を提供できる
、少なくとも一つの測距端末へブロードキャストすること
を含んでおり、
 前記測距端末は、前記標的端末とピアツーピアで通信し、前記標的端末のための位置決
定を支援するピアツーピア（ＰＴＰ）移動端末である、
方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の方法であって：更に、
　前記少なくとも一つの測距端末から少なくとも一つの応答を受信することと；
　前記少なくとも一つの応答について、距離測定値を入手することと；
　前記測距端末からの応答についての距離測定値に基づいて、前記標的端末と各測距端末
との間の距離を推定することと；
　前記少なくとも一つの測距端末の各々について、前記推定された距離に基づいて、前記
標的端末についての位置推定値を決定すること
を含んでなる方法。
【請求項１９】
　請求項１７に記載の方法であって：更に、
　前記少なくとも一つの測距端末からの少なくとも一つの応答を受信し、ここでの各測距
端末からの応答は、前記測距端末の位置および前記リクエストについて前記測距端末によ
り行われた距離測定値を含むことと；
　各測距端末からの応答について距離測定値を得ることと；
　前記リクエストについて前記測距端末により行われた前記距離測定値および前記測距端
末からの応答についての前記距離測定値に基づいて、前記標的端末と各測距端末との間の
距離を推定することと；
　前記推定された距離および前記少なくとも一つの測距端末の各々についての位置に基づ
いて、前記標的端末についての位置推定値を決定すること
を含んでなる方法。
【請求項２０】
　標的端末において、該標的端末の位置推定値を決定する際の補助を求めるリクエストを
発生させるための手段と；
　前記リクエストをブロードキャストするために、無線ネットワークにおける少なくとも
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一つのセクターを選択するための手段と；
　前記少なくとも一つのセクターに位置する少なくとも一つの測距端末へ、前記リクエス
トをブロードキャストし、前記測距端末は、前記標的端末とピアツーピアで通信し、前記
標的端末のための位置決定を支援するピアツーピア（ＰＴＰ）移動端末である、手段と
を具備してなる装置。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の装置であって：更に、
　前記少なくとも一つの測距端末から少なくとも一つの応答を受信するための手段と；
　前記少なくとも一つの応答について、距離測定値を入手するための手段と；
　前記測距端末からの応答についての距離測定値に基づいて、前記標的端末と各測距端末
との間の距離を推定するための手段と；
　前記少なくとも一つの測距端末の各々について、前記推定された距離に基づいて、前記
標的端末についての位置推定値を決定するための手段
を具備してなる装置。
【請求項２２】
　請求項２０に記載の装置であって：更に、
　前記少なくとも一つの測距端末からの少なくとも一つの応答を受信するための手段であ
って、ここでの各測距端末からの応答は、前記測距端末の位置および前記リクエストにつ
いて前記測距端末により行われた距離測定値を含む手段と；
　各測距端末からの応答について距離測定値を得るための手段と；
　前記リクエストについて前記測距端末により行われた前記距離測定値および前記測距端
末からの応答についての前記距離測定値に基づいて、前記標的端末と各測距端末との間の
距離を推定するための手段と；
　前記推定された距離および前記少なくとも一つの測距端末の各々についての位置に基づ
いて、前記標的端末についての位置推定値を決定するための手段と
を具備してなる装置。
【請求項２３】
　標的端末によって選択された、無線ネットワークにおける少なくとも一つのセクターに
位置して、前記標的端末とピアツーピアで通信し、前記標的端末のための位置決定を支援
する、移動式の装置において、
 前記標的端末についての位置推定値を決定する際の補助のための、前記少なくとも一つ
のセクターにブロードキャストされたリクエストを、前記標的端末から受信し、前記標的
端末についての位置推定値を決定するための距離測定情報を入手し、距離測定情報と共に
応答を送るように構成された少なくとも一つのプロセッサと；
　前記少なくとも一つのプロセッサに結合されたメモリーと
を具備してなる装置。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、前記標的端末
から受信したリクエストについての距離測定値を入手して、前記距離測定値および前記距
離測定情報としての前記装置の位置を提供するように構成される装置。
【請求項２５】
　請求項２３に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、前記応答を前
記標的端末へ送るように構成される装置。
【請求項２６】
　請求項２３に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、前記装置にお
けるタイミングオフセットを示す情報を送るように構成され、前記タイミングオフセット
は、前記無線ネットワークの時間ベースであるシステム時間からのオフセットである、装
置。
【請求項２７】
　請求項２３に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、前記応答を、
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前記標的端末についての位置推定値を決定できるネットワークエンティティーに送るよう
に構成される装置。
【請求項２８】
　測距端末において、標的端末のための位置推定値を決定する際の補助を求めるリクエス
トを、前記標的端末から受信し、前記リクエストは、前記標的端末によって選択された、
無線ネットワークにおける少なくとも一つのセクターにブロードキャストされ、前記測距
端末は、前記少なくとも一つのセクターに位置して、前記標的端末とピアツーピアで通信
し、前記標的端末のための位置決定を支援するピアツーピア（ＰＴＰ）移動端末である、
ことと；
　前記標的端末についての位置推定値を決定するための距離測定情報を入手することと；
　前記距離測定情報と共に応答を送ること
とを含んでなる方法。
【請求項２９】
　請求項２８に記載の方法であって：前記距離測定情報を入手することが、
　前記標的端末から受信されたリクエストについての距離測定値を入手することと；
　前記距離測定値および前記測距端末の位置を、前記距離測定情報として提供することを
含んでなる方法。
【請求項３０】
　測距端末において、標的端末のための位置推定値を決定する際の補助を求めるリクエス
トを、前記標的端末から受信し、前記リクエストは、前記標的端末によって選択された、
無線ネットワークにおける少なくとも一つのセクターにブロードキャストされ、前記測距
端末は、前記少なくとも一つのセクターに位置して、前記標的端末とピアツーピアで通信
し、前記標的端末のための位置決定を支援するピアツーピア（ＰＴＰ）移動端末である、
手段と；
　前記標的端末についての位置推定値を決定するための距離測定情報を入手するための手
段と；
　前記距離測定情報と共に応答を送るための手段と
を具備してなる装置。
【請求項３１】
　請求項３０に記載の装置であって：前記距離測定情報を入手するための手段が、
　前記標的端末から受信されたリクエストについての距離測定値を入手するための手段と
；
　前記距離測定値および前記測距端末の位置を、前記距離測定情報として提供するための
手段と
を具備してなる装置。
【請求項３２】
　標的端末のための位置推定値を決定する際の補助について、前記標的端末によりブロー
ドキャストされたリクエストについて、少なくとも一つの測距端末から少なくとも一つの
応答を受信するように構成され、また前記少なくとも一つの測距端末からの少なくとも一
つの応答に基づいて、前記標的端末についての位置推定値を決定するように構成された少
なくとも一つのプロセッサであって、ここでの各応答は、前記標的端末のための位置推定
値を決定するための距離測定情報を含んでおり、前記リクエストは、前記標的端末によっ
て選択された、無線ネットワークにおける少なくとも一つのセクターにブロードキャスト
され、前記測距端末は、前記少なくとも一つのセクターに位置して、前記標的端末とピア
ツーピアで通信し、前記標的端末のための位置決定を支援するピアツーピア（ＰＴＰ）移
動端末である、少なくとも一つのプロセッサと；
　該少なくとも一つのプロセッサに結合されたメモリーと
を具備してなる装置。
【請求項３３】
　請求項３２に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、前記位置推定
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値を前記標的端末へと送るように構成される装置。
【請求項３４】
　請求項３２に記載の装置であって、各測距端末からの前記距離測定情報は、前記標的端
末によりブロードキャストされたリクエストについて前記測距端末によりなされた距離測
定値、および前記測距端末の位置を含んでなる装置。
【請求項３５】
　請求項３４に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、位置測距端末
によりなされた前記位置測定値に基づいて、前記標的端末と各測距端末の間の距離を推定
し、また前記推定された距離および前記少なくとも一つの測距端末の各々についての位置
に基づいて、前記標的端末の位置推定値を決定するように構成される装置。
【請求項３６】
　請求項３４に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、測距端末によ
りなされた距離測定値から、各測距端末のタイミングオフセットを除去するように構成さ
れ、前記タイミングオフセットは、前記無線ネットワークの時間ベースであるシステム時
間からのオフセットである、装置。
【請求項３７】
　請求項３４に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、各測距端末に
よりなされた距離測定値から、標的端末のタイミングオフセットを除去するように構成さ
れ、前記タイミングオフセットは、前記無線ネットワークの時間ベースであるシステム時
間からのオフセットである、装置。
【請求項３８】
　請求項３２に記載の装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、前記標的端末
により受信された少なくとも一つの送信機についての少なくとも一つの距離測定値を入手
し、また更に前記少なくとも一つの距離測定値に基づいて、前記標的端末についての位置
推定値を決定するように構成される装置。
【請求項３９】
　標的端末のための位置推定値を決定する際の補助として、前記標的端末によりブロード
キャストされたリクエストについて、少なくとも一つの測距端末から少なくとも一つの応
答を受信するための手段であって、各応答が前記標的端末のための位置推定値を決定する
ための距離測定情報を含んでおり、前記リクエストは、前記標的端末によって選択された
、無線ネットワークにおける少なくとも一つのセクターにブロードキャストされ、前記測
距端末は、前記少なくとも一つのセクターに位置して、前記標的端末とピアツーピアで通
信し、前記標的端末のための位置決定を支援するピアツーピア（ＰＴＰ）移動端末である
、手段と；
　前記少なくとも一つの測距端末からの前記少なくとも一つの応答に基づいて、前記標的
端末についての位置推定値を決定するための手段
を具備してなる装置。
【請求項４０】
　請求項３９に記載の装置であって：前記標的端末についての位置推定値を決定するため
の手段が、
　前記測距端末によりなされた距離測定値に基づいて、前記標的端末と各測距端末との間
の距離を推定するための手段と；
　前記推定された距離および前記少なくとも一つの測距端末の各々の位置に基づいて、前
記標的端末についての位置推定値を決定するための手段と
を具備してなる装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本件開示は、一般には通信に関し、更に詳細に言えば、無線通信ネットワークにおいて
位置決定を実行するための技術に関する。
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【発明の背景】
【０００２】
　無線ユーザの位置を知ることが望まれることが多く、時にはそれが必要とされる。例え
ば、連邦通信委員会（ＦＣＣ）により公表されたエンハンスト９１１（Ｅ９１１）無線サ
ービスは、端末（例えば携帯電話）の位置が、該端末から９１１呼び出しが行われる毎に
、公衆安全性応答点（ＰＳＡＰ）に提供されることを必要とする。ＦＣＣ指令に加えて、
種々の用途が端末の位置を使用して付加価値的特徴を提供し、また追加の収入を発生させ
る可能性がある。
【０００３】
　一般には、端末の位置の予測は、（１）充分な数の送信機、例えば三つ以上の送信機へ
の端末からの距離または範囲、および（２）これら送信機の既知の位置に基づいて誘導さ
れてよい。各送信機は、無線通信ネットワークにおける人工衛星またはベースステーショ
ンであってよい。各送信機までの距離および／または各送信機の位置は、当該送信機によ
り送られる信号に基づいて確認することができる。
【０００４】
　多くの場合において、端末は、それ自身についての位置予測を計算するために必要とさ
れる充分な数の信号を受信できない可能性がある。この必要な数の信号を受信できないこ
とは、環境における障害物およびアーティファクト、並びに端末の制限された能力などに
起因する可能性がある。何れにしても、これらの場合に端末の位置予測を誘導することが
望まれる。
【０００５】
　従って、当該技術分野においては、人工衛星およびベースステーションから不十分な数
の信号だけが利用可能であるときに、位置決定を行うための技術が必要とされている。
【概要】
【０００６】
　ここでは、ピアツーピア通信を用いて位置決定を行うための技術が記載される。これら
の技術は、人工衛星およびベースステーションから不十分な数の信号しか利用可能でない
ときでも、端末についての位置予測を提供することができる。不十分な数の高品質の測定
値が利用可能であるときは、この技術は、これらの測定値を増強するために使用されてよ
い。
【０００７】
　ピアツーピア通信を用いた位置決定の実施形態において、標的端末は、その位置を突き
止めることを望み、その位置決定における補助を求めるリクエストをブロードキャストす
る。リクエストされた補助を提供できる少なくとも一つの測距端末（ranging terminal）
が、標的端末からのリクエストを受信する。各々の測距端末は、標的端末のための位置予
測を決定するために適した距離情報と共に応答を送る。例えば、各測距端末からの距離測
定情報（ranging information）は、（１）標的端末により送られたリクエストについて
当該測距端末によってなされた到着時間（ＴＯＡ）測定、（２）測距端末の位置、（３）
受信された信号強度指標（ＲＳＳＩ）、および／または（４）他の情報を含んでよい。各
測距端末は、その応答を前記標的端末、またはネットワークエンティティー、例えば、標
的端末のための位置推定値を計算できる位置決定エンティティー（ＰＤＥ）もしくはサー
バーモバイル位置決めセンター（ＳＭＬＣ）のような位置決めサーバへと送る。ＲＳＳＩ
測定値は、送信電力と共に、送信機と受信機の間の距離（範囲）を推定するために使用さ
れてよい。
【０００８】
　一実施形態において、前記標的端末は、前記少なくとも一つの測距端末から少なくとも
一つの応答を受信する。前記標的端末は、各応答についてのＴＯＡ測定値を入手し、前記
リクエストについてのＴＯＡ測定値および／または前記応答についてのＴＯＡ測定値に基
づいて各測距端末までの距離を推定し、各測距端末についての推定された距離および位置
に基づいてそれ自身についての位置推定値を計算する。もう一つの実施形態において、前
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記ネットワークエンティティーは、少なくとも一つの測距端末から少なくとも一つの応答
を受信し、前記標的端末についての位置推定値を計算し、該位置推定値を前記標的端末に
送る。
【０００９】
　本発明の種々の側面および実施形態について、以下で詳細に説明する。
【００１０】
　本発明の特徴および性質は、添付の図面と共に以下の詳細な説明を読むことにより更に
明らかになるであろう。図において、同様の参照符号は全体を通して同一のものを特定す
る。
【詳細な説明】
【００１１】
　「例示的」の語は、ここでは「例、事例、または例示として働く」を意味するために使
用される。「例示的」としてここに記載する何れかの実施形態または設計は、必ずしも他
の実施形態または設計に対して好ましい、または有利であると解釈されるべきものではな
い。
【００１２】
　ここに記載する位置決定技術は、種々の無線通信ネットワーク、例えば無線広域ネット
ワーク（ＷＷＡＮ）、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、無線パーソナルエ
リアネットワーク（ＷＰＡＮ）等のために使用されてよい。「ネットワーク」および「シ
ステム」の用語は、屡々、互換的に使用される。ＷＷＡＮは、コード分割多重アクセス（
ＣＤＭＡ）ネットワーク、時間分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割
多重アクセス（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交周波数分割多重アクセス（ＯＦＤＭＡ）ネ
ットワーク、単一キャリア波周波数分割多重アクセス（ＳＣ-ＦＤＭＡ）ネットワークな
どであってよい。ＣＤＭＡネットワークは、ｃｄｍａ２０００、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－Ｃ
ＤＭＡ）等のような１以上の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を実施してよい。ｃｄｍａ２０
００は、ＩＳ－９５、ＩＳ－２０００、およびＩＳ－８５６標準を含む。ＴＤＭＡネット
ワークは、モバイル通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））、デジタル
アドバンストモバイル電話システム（Ｄ－ＡＭＰＳ）、または他の幾つかのＲＡＴを組込
んでよい。ＧＳＭおよびＷ－ＣＤＭＡは、「第三世代パートナーシップ計画」（３ＧＰＰ
）と称する共同事業体からの文書に記載されている。ｃｄｍａ２０００は、「第三世代パ
ートナーシップ計画２」（３ＧＰＰ２）と称する共同事業体からの文書に記載されている
。３ＧＰＰおよび３ＧＰＰ２の文書は好適に入手可能である。ＷＬＡＮは、ＩＥＥＥ８０
２．１１ｘネットワークであってよく、またＷＰＡＮはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
ネットワーク、ＩＥＥＥ８０２．１５ｘまたは他のタイプのネットワークであってよい。
当該技術はまた、ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮおよび／またはＷＰＡＮの何れかの組合せのために
使用されてよい。
【００１３】
　図１は、無線多重アクセス通信ネットワーク１００を示している。ネットワーク１００
は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５および／またはＩＳ－８５６を組込んだｃｄｍａ２００
０ネットワーク、またはｗｐｃｄｍａを組込んだユニバーサルモバイル遠隔通信システム
（ＵＭＴＳ）ネットワークのようなセルラーネットワークであってよい。ネットワーク１
００は、複数のベースステーション１１０を含んでおり、各ベースステーションは特定の
地理学的エリア１０２についての通信範囲を提供する。ベースステーションは、一般には
、複数の端末と通信する固定ステーションである。ベースステーションはまた、アクセス
ポイント、ノードＢ、ビーコン、または他の幾つかの用語で呼ばれてもよい。「セル」の
用語は、この用語が使用される文脈に応じて、ベースステーションおよび／またはそのカ
バー領域を意味する。ベースステーションは、地形、障害物等のような種々の因子によっ
て決定される異なったサイズおよび形状のカバーエリアを有してよい。システム能力を改
善するために、ベースステーションカバーエリアは、複数の小さい領域、例えば三つの小
領域１０４ａ、１０４ｂおよび１０４ｃに区分されてよい。各小領域は、各々のベース送
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信機サブシステム（ＢＴＳ）によるサービスを受ける。「セクター」の用語は、この用語
が使用される文脈に応じて、ＢＴＳおよび／またはそのカバー領域を意味することができ
る。セクターに分割されたセルについて、当該セルの全てのセクターのためのＢＴＳは、
典型的には該セルのための同じベースステーション内に配置される。
【００１４】
　ここに記載される技術は、セクターに分割されたネットワーク、並びにセクターに分割
されないセルについて使用されてよい。明瞭化のために、以下での多くの記載は、セクタ
ーに分割されたセルラーネットワークについてのものである。単純化のために、以下での
記載において、「ベースステーション」の用語は、一般には、セクターにサービスする固
定ステーション並びにセルにサービスする固定ステーションを意味する。
【００１５】
　システムコントローラ１３０は、ベースステーション１１０に結合されて、これらベー
スステーションのための調整および制御を提供する。システムコントローラ１３０は、単
一のネットワークエンティティーであってよく、または複数のネットワークエンティティ
ーの集合であってもよい。例えば、システムコントローラ１３０は、ベースステーション
コントローラ（ＢＳＣ）、モバイルスイッチングセンター（ＭＳＣ）、無線ネットワーク
コントローラ（ＲＮＣ）、パケットデータサービスノード（ＰＤＳＮ）、および／または
他の幾つかのネットワークエンティティーを含んでよい。位置決定エンティティー（ＰＤ
Ｅ）１３２は、端末のための位置決定を支援する。例えば、ＰＤＥ１３２は、距離測定（
raging measurement）を行う端末によって使用される補助データを提供してよい。ここで
使用する距離測定は、ＴＯＡ測定、観察される時間差（ＯＴＤ）測定、到着の時間差（Ｔ
ＤＯＡ）測定、角度または到着（ＡＯＡ）測定、受信信号強度指標（ＲＳＳＩ）、往復遅
延（ＲＴＤ）等であってよい。これら種々のタイプの距離測定は当該技術において知られ
ている。ＰＤＥ１３２はまた、端末および／またはベースステーションにより与えられる
距離測定に基づいて、端末のための位置推定を計算してよい。
【００１６】
　端末１２０は、典型的には、ネットワーク１００の全体に亘って分布され、各端末は固
定式または移動式であってよい。端末はまた、モバイルステーション、アクセス端末、ユ
ーザ装置、または他の幾つかの技術用語で呼ばれてよい。端末は、無線装置、携帯電話、
無線モデム、無線モジュール、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）等であってよ
い。端末は、何れか所定の時点で、順方向および／または逆方向リンク上において、ゼロ
、一つまたは複数のベースステーションと通信してよい。端末はまた、もう一つの端末と
ピアツーピアで通信してもよい。端末はまた、人工衛星１４０から信号を受信してよく、
該衛星は全地球測位システム（ＧＰＳ）、ガリレオ、および／または他の人工衛星測位も
しくは通信システム由来のものであってよい。一般に、順方向および逆方向の両リンクに
ついて受信信号の良好な品質を達成できるのであれば、端末はネットワーク１００と直接
通信してよい。もし、前記リンクの一方または両方について必要な受信信号品質が達成さ
れないならば、端末は、少なくとも一つの他の端末とのピアツーピア通信を介して、ネッ
トワーク１００と間接的に通信してよい。
【００１７】
　ここでの説明において、ピアツーピア（ＰＴＰ）端末とは、もう一つの端末とピアツー
ピアで通信できる端末である。標的端末は、その位置が決定されるＰＴＰ端末である。測
距端末は、標的端末とピアツーピアで通信し、且つ標的端末のための位置決定を支援する
ＰＴＰ端末である。
【００１８】
　１．一方向および二方向のピアツーピア通信　
　ネットワークは、一方向および／または二方向のピアツーピア通信を支援する。一方向
ピアツーピア通信の一実施形態において、ＰＴＰ端末は一つのリンク（例えば逆方向リン
ク）上でのみもう一つのＰＴＰ端末とピアツーピアで通信し、更に他のリンク（例えば順
方向リンク）上でネットワークと通信する。一方向ピアツーピア通信のもう一つの実施形
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態において、ＰＴＰ端末は一つのリンク上だけでもう一つのＰＴＰ端末とピアツーピアで
通信し、また順方向および逆方向リンクの両方でネットワークと通信してよい。二方向の
ピアツーピア通信については、ＰＴＰ端末は、両方のリンク上でもう一つのＰＴＰ端末と
通信する。標的端末は一方向または二方向のピアツーピア通信を使用して、位置推定値を
得てよい。
【００１９】
　図２は、二方向のピアツーピア通信を用いた位置決定の一実施形態を示している。端末
１２０ａ、１２０ｂ、１２０ｃおよび１２０ｎはまた、それぞれ端末Ａ、Ｂ、ＣおよびＮ
とも称される。この実施形態の場合、標的端末Ａはその位置を突き止めることを望み、ま
たはそれ自身の位置決めにおける補助を望み、また距離測定情報についてのリクエストを
ブロードキャストする（ステップ１）。このリクエストは、該リクエストが、標的端末Ａ
のタイミングに基づいて何時送られたかの指標を含んでいる。この指標は、以下で述べる
ように明示的または暗示的であってよい。測距端末Ｂ、ＣおよびＮは、標的端末Ａからの
リクエストを受信する。各測距端末は、測距端末のタイミングに基づいて前記リクエスト
の到着時間（ＴＯＡ）を測定する（ステップ２）。各測距端末は、次いで、標的端末Ａに
応答を送る（ステップ３）。一実施形態において、各測距端末からの応答は、（１）標的
端末Ａが送ったリクエストについて測距端末により行われたＴＯＡ測定、（２）測距端末
の位置、（３）応答が何時送られたかの指標（明示的でも暗示的でもよい）を含んでいる
。測距端末は、標的端末Ａにおいてもう一つとの衝突を回避するために、それらの応答を
異なるときに送ってよい（例えば、ランダムに選択されたフレームまたは時間スロットに
おいて）。
【００２０】
　標的端末Ａは、測距端末Ｂ、ＣおよびＮからの応答を受信する。標的端末Ａは、標的端
末のタイミングに基づいて、各距離測定からの応答の到着時間を測定する（ステップ４）
。次いで、標的端末Ａは、（１）標的端末が送ったリクエストについて測距端末が行った
ＴＯＡ測定、および（２）測距端末が送った応答について標的端末が行ったＴＯＡ測定に
基づいて、各測距端末までの距離を推定する（これもステップ４）。次いで、標的端末Ａ
は、測距端末Ｂ、ＣおよびＮまでの推定距離、並びにこれら測距端末の位置に基づいて、
それ自身についての位置推定値を誘導する（これもステップ４）。
【００２１】
　図３は、標的Ａが送信した距離測定リクエストおよび測距端末Ｂが送信した応答につい
ての、送信タイムラインを示している。各端末は、ネットワーク１００の時間ベースであ
るシステム時間にロックされてよい時間ベースを維持する。各端末についての時間ベース
は、ベースステーションから受信したパイロットによって決定され、また該パイロットに
ロックされてよい。各端末についての時間ベースは、ベースステーションと端末との間の
伝播遅延に対応する量だけ、システム時間からオフセットしている可能性がある。図３に
示した例では、標的端末ＡについてのタイミングオフセットはＴＡとして示され、測距端
末ＢについてのタイミングオフセットはＴＢで示されている。
【００２２】
　ネットワーク１００についての送信時間ラインは、各フレームが予め定められた持続時
間、例えば１０ミリ秒（ｍｓ）を有する複数のフレームに分割されてよい。絶対時間に関
するタイミングオフセットの故に、与えられたフレームは、システム時間ではＴＳ１にお
いて、標的端末についてはＴＳ１＋ＴＡにおいて、測距端末Ｂについては時間ＴＳ１＋Ｔ

Ｂにおいて開始されてよい。標的端末Ａは、端末Ａのタイミングに基づくフレームの開始
点である時間ＴＳ１＋ＴＡにおいて、距離測定リクエスト（ranging request）を送って
よい。該リクエストが送られる時間は測距端末によって知られていてよく、また当該リク
エスト中において暗示的に送られてよい。標的端末Ａと測距端末Ｂとの間の距離はｄＢで
示され、これは時間（秒)または距離（メータ）の単位で与えられてよい。測距端末Ｂは
、前記リクエストが送られた時間ＴＳ１＋ＴＡからｄＢ＋εＡＢ秒である時間ＴＳ１＋Ｔ

Ｘにおいて前記リクエストを受信し、ここでのεＡＢは測定エラーを表す。測距端末Ｂは
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、前記リクエストが受信された時間ＴＳ１＋ＴＸ、および前記リクエストが送られた時間
ＴＳ１＋ＴＢに基づいて、次のように前記リクエストのＴＯＡを決定してよい：　
　　　　　ＴＯＡＡＢ＝（ＴＳ１＋ＴＸ）－（ＴＳ１＋ＴＢ）　
　　　　　　　　　＝ＴＸ－ＴＢ＝ｄＢ＋ＴＡ－ＴＢ＋εＡＢ　　　　　式（１）　
ここで、　
　ＴＯＡＡＢは、標的端末Ａによって測距端末Ｂに送られたリクエストについてのＴＯＡ
であり、　
　ＴＸおよびＴＢは、測距端末Ｂのタイミングに基づいており、　
　εＡＢは、ＴＯＡＡＢについての測定エラーであり、これは二つの端末の間の非ライン
オブサイトの信号伝播に起因した過剰な遅延を含んでいる可能性がある。
【００２３】
　測距端末Ｂは、時間ＴＳ２＋ＴＢにおいて応答を送るが、これは端末Ｂのタイミングに
基づいて応答が送られるフレームの開始時点である。応答が送られる時間は、標的端末に
よって知られてよく、また応答において暗示的に送られてよい。標的端末Ａは、時間ＴＳ

２＋ＴＹにおいて応答を受信するが、これは当該応答が送られた時間ＴＳ２＋ＴＢからｄ

Ｂ＋εＢＡ秒であり、ここでのεＢＡは測定エラーを表す。標的端末Ａは、応答が受信さ
れた時間ＴＳ２＋ＴＹ、および当該応答が送られた時間ＴＳ２＋ＴＡに基づいて、次のよ
うにして当該応答のＴＯＡを決定してよい。
【００２４】
　　　　　ＴＯＡＢＡ＝（ＴＳ２＋ＴＹ）－（ＴＳ２＋ＴＡ）
　　　　　　　　　＝ＴＹ－ＴＡ＝ｄＢ＋ＴＢ－ＴＡ＋εＢＡ　　　　　式（２）　
ここで、　
　ＴＯＡＢＡは、測距端末Ｂによって標的端末Ａに送られた応答についてのＴＯＡであり
、　
　ＴＹおよびＴＡは、標的端末Ａのタイミングに基づいており、　
　εＡＢは、ＴＯＡＢＡについての測定エラーであり、これは二つの端末の間のラインオ
ブサイトでない信号伝播に起因した過剰な遅延を含んでいる可能性がある。
【００２５】
　標的端末Ａは、測距端末Ｂによって送られた応答からＴＯＡＡＢを入手し、また該応答
に基づいてＴＯＡＢＡを測定する。次いで、標的端末Ａは、端末ＡおよびＢの間の距離を
次のようにして推定してよい：
【数１】

【００２６】
ここで、　

【数２】

【００２７】
は端末ＡおよびＢの間の推定された距離である。式（３）は、端末ＡおよびＢについての
タイミングオフセットＴＡおよびＴＢが、それぞれ推定された距離　

【数３】

【００２８】
において相殺されることを示している。しかし、推定された距離は、測定誤差および非ラ
インオブサイト遅延εＡＢおよびεＢＡを含んでおり、これらは除去されない。
【００２９】
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　図２に示された実施形態について、標的端末は、リクエストについてのＴＯＡ測定およ
び測距端末からの応答についてのＴＯＡ測定に基づいて、各測距端末までの距離を推定す
る。もう一つの実施形態において、標的端末は、測距端末からの応答についてのＴＯＡ測
定、および測距端末についてのタイミングオフセットを示す情報意に基づいて、各測距端
末までの距離を推定する。標的端末についてのタイミングオフセットＴＡは、全ての測距
端末からの応答についてのＴＯＡ測定において共通しており、特別のＴＯＡ測定を用いて
説明されてよい。更にもう一つの実施形態において、各測距端末は、当該リクエストにつ
いてのそのＴＯＡ測定に基づいて標的端末までの距離を推定し、また該推定された距離を
前記標的端末へと送信して戻す。一般に、標的端末と各測距端末の間の距離は、種々のエ
ンティティー（例えば端末またはネットワークエンティティー）によって、また種々の測
定および関連情報に基づいて推定されてよい。一例として、往復遅延測定が使用されてよ
く、この場合、ＲＴＤがＴＯＡＡＢ、ＴＯＡＢＡおよびＲｘＴｘの合計に等しい。ＲｘＴ
ｘは、測距端末Ｂの内部遅延であり、当該リクエストが受信された時と当該応答が標的端
末Ａに戻し送信された時の間の時間に等しい：（ＴＳ２＋ＴＢ）－（ＴＳ１＋ＴＸ）。
【００３０】
　標的端末Ａは、当該ネットワークの何処かに位置する如何なる数の測距端末から、如何
なる数の応答を得てもよい。標的端末Ａは、測距端末から受信された応答に基づいて、各
測距端末までの距離を推定してよい。次いで、標的端末Ａは、全ての測距端末についての
位置推定値およびそれらの位置に基づいて、それ自身についての位置推定を誘導してよい
。
【００３１】
　図４は、標的端末Ａの位置推定値を決定するための実施形態を示している。各測距端末
の位置は、二次元（２Ｄ）プロット上の点としてプロットされてよい。各測距端末ｉにつ
いて、実線での円は、（１）端末ｉの既知位置に配置された中心、および（２）標的端末
Ａから端末ｉまでの推定された距離である
【数４】

【００３２】
の半径を有するように描かれてよい。各測距端末ｉについての円は、εＡｉの幅を有して
おり、これは破線による二つの同心円によって表される。εＡｉは、端末ｉについての距
離推定値　
【数５】

【００３３】
における補償されない残留誤差である。図４において、円４１０、４１２および４１４は
、それぞれ測距端末Ｂ、ＣおよびＮについて描かれている。
【００３４】
　一つの測距端末だけが利用可能であれば、測距端末の位置は、標的端末Ａの位置推定値
として提供されてよく、また該測距端末についての円は、エラー基準とも称される位置推
定における不確実さとして提供されてよい。例えば、標的端末Ａが測距端末Ｂから一つの
応答だけを受信するならば、端末Ｂの位置は、端末Ａについての位置推定値として与えら
れてよく、また円４１０内の面積は、位置推定における不確実さとして与えられてよい。
【００３５】
　二つの測距端末が利用可能であれば、これら二つの端末についての円は二つの点におい
て交差し、これら二つの点のうちの何れが標的端末の位置であるかについての曖昧さが存
在する。これら二つの点の間に線が引かれてよく、この線の中心点が、標的端末について
の位置推定値として与えられてよい。二つの円の重なり面積は、位置推定における不確実
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さとして与えられてよい。
【００３６】
　三つの測距端末が利用可能であれば、これら三つの端末についての円は種々の点で交差
する。三つの円の円周までの最小二乗平均距離である点が、標的端末の位置推定値として
与えられる。平均二乗誤差の合計の平方根が、当該位置推定における不確実さとして与え
られてよい。或いは、図４に示すように、三つの交差する円についての交差面積が、位置
推定における不確実さとして与えられてよい。
【００３７】
　一般に、標的端末についての位置推定は、最小二乗平均（ＬＭＳ）アルゴリズムまたは
他の幾つかのアルゴリズムを使用して計算されてよい。ＬＭＳアルゴリズムは、位置推定
値についての最終解に到達するために多くの反復を実行する。該ＬＭＳアルゴリズムおよ
び他のアルゴリズムは当該技術において既知である。
【００３８】
　図２に示されている実施形態において、標的端末は測距端末から距離測定情報を受信し
、それ自身の位置推定値を計算する。もう一つの実施形態において、標的端末および／ま
たは測距端末は距離測定情報をＰＤＥ１３２に転送する。次いで、ＰＤＥ１３２は標的敵
端末についての位置推定値を計算し、必要であれば、該位置推定値を標的端末へと戻す。
幾つかの他のネットワークエンティティーもまた、当該標的端末についての位置推定値を
計算してもよい。もう一つの例において、この位置推定値は、ネットワークエンティティ
ー、または標的端末の位置に興味のある端末へと提供される。
【００３９】
　図２に示された一つの実施形態において、標的端末は、測距端末が送った応答について
のアクノリッジメント（ＡＣＫ）を送信しない。もう一つの実施形態において、標的端末
は予め定められた時間だけ、測距端末からの応答を待ち、各応答についてアクノリッジメ
ント（ＡＣＫＫ）を送信し、または全ての応答のために一つのＡＣＫをブロードキャスト
する。標的端末は、（１）応答のための不十分な送信電力、および／または（２）もう一
つの測距端末が送信した応答との衝突のような種々の理由で、所定の測距端末が送信した
応答を受信しなくてもよい。ＡＣＫが受信されなければ、測距端末はそれらの応答を再送
信してもよい。全ての実施形態について、予め定められた時間内に如何なる測距端末から
も応答が受信されなければ、標的端末は前記リクエストを再度ブロードキャストしてもよ
い。
【００４０】
　図５は、一方向のピアツーピア通信を用いた位置決定の一実施形態を示している。標的
端末Ａは、その位置を突き止めて、ピアツーピア補助を用いた位置決定のためのリクエス
トを送信することを望む（ステップ１）。このリクエストは、測距端末に対して、該リク
エストのＴＯＡを測定し、距離測定情報をＰＤＥ１３２へ転送することを要請する。この
リクエストは、（１）標的端末Ａの同定、および任意には、（２）標的端末Ａのタイミン
グに基づいて当該リクエストが何時送信されたかの指示を含んでよい。例えば、当該リク
エストはフレームの開始時に送信されてよく、またそこから標的端末Ａがそのタイミング
を得るベースステーションの同定を含んでよい。ベースステーション同定（ＢＳＩＤ）は
、標的端末ＡのタイミングオフセットＴＡを推定するために使用されてよい。この例にお
いて、標的端末Ａのタイミングオフセットが所定のアプリケーションのために必要とされ
ないときは、標的端末の位置は、ＴＡについて明示的に解くことなく決定されてよい。標
的端末Ａはまた、ＢＳＩＤ並びに標的端末Ａがベースステーション、人工衛星および／ま
たは他の送信機について得てよい何らかの距離測定値を、ＰＤＥ１３２へと（ベースステ
ーション１１０ａを介して、または測距端末およびベースステーション１１０ａを介して
）送信してよい。
【００４１】
　測距端末Ｂ、ＣおよびＮは、標的端末Ａからのリクエストを受信する。各測距端末は、
当該測距端末のタイミングに基づいて、例えば式（１）に示すようにして、当該リクエス
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トのＴＯＡを測定する（ステップ２）。次いで、各測距端末は、そのサービスを提供する
ベースステーションを介して、応答をＰＤＥ１３２へと送る（ステップ３）。各測距端末
からの応答は、（１）測距端末の同定、（２）標的端末Ａが送ったリクエストについて測
距端末により行われたＴＯＡ測定、（３）測距端末の位置、（４）そこから測距端末がそ
のタイミング（測距端末についてのタイミングオフセットＴｉを推定するために使用して
よい）を得るベースステーションのＢＳＩＤ、（５）、測距端末が、ベースステーション
、人工衛星、および／または他の送信機について得てよい距離測定値、並びに（６）前記
リクエスト中において送られる情報を含んでよい。測距端末はまた、そのタイミングオフ
セットを推定し、該推定されたタイミングオフセットをそのＴＯＡ測定値から除去し、補
正されたＴＯＡ測定値をＰＤＥ１３２に提供してよい。測距端末はまた、ＰＤＥが測距端
末の位置推定値を計算することを可能にするための情報を、ＰＤＥ１３２に送ってよい。
測距端末および標的端末からの生の測定値は、相対的な位置決定を向上させるために使用
されてよい。例えば、標的端末の位置は、測距端末の位置に関して決定されてよい。
【００４２】
　ＰＤＥ１３２は、測距端末からの応答を受信し、可能であれば標的端末Ａから追加の距
離測定情報を受信する。次いで、ＰＤＥ１３２は、標的端末Ａと各測距端末との間の距離
を、（１）測距端末によりなされたＴＯＡ測定、および（２）入手可能であれば測距端末
のタイミングおよび／または標的端末のタイミングに基づいて推定する（ステップ４）。
ＰＤＥ１３２は、そこから当該端末がそのタイミングを得るベースステーションのＢＳＩ
Ｄに基づいて、各端末についてのタイミングオフセットを推定してよい。ＰＤＥ１３２は
、次いで、ＴＯＡ測定値から各端末についての予測されたタイミングオフセットを除去し
てよい。標的端末ＡについてのタイミングオフセットＴＡは、全てのピアツーピアのＴＯ
Ａ測定に共通しており、余分なＴＯＡ測定は未知のタイミングオフセットＴＡを説明する
ことができ、これは推定される必要はなく、測距端末によってなされるＴＯＡ測定からキ
ャンセルされるであろう。未知のタイミングオフセットＴＡは、標的端末と参照ベースス
テーションとの間の距離を示す。従って、ＬＭＳ、ＬＬＳＦまたは他のアルゴリズムに基
づいて位置を計算するときに、ＰＤＥはこの制約を加える。
【００４３】
　ＰＤＥ１３２は、（１）標的端末Ａと測距端末との間の推定された距離、（２）測距端
末の位置、（３）他の送信機（もしあれば）について標的端末Ａによってなされた距離測
定値、（４）これら他の送信機の位置、および（５）測距端末Ｂ、ＣおよびＮ並びに任意
に標的端末Ａがそこからタイミングを誘導するベースステーションの位置に基づいて、標
的端末Ａについての位置推定を誘導する（これもステップ４）。次いで、必要であれば、
ＰＤＥ１３２はこの位置推定値を標的端末Ａに送る（ステップ５）。ＰＤＥ１３４は、該
位置推定値をベースステーション１１０ａに送り、これは次いで、図５に示すように該位
置推定値を直接標的端末Ａに送ってよい。或いは、ベースステーション１１０ａは該位置
推定値を１以上の測距端末へと送ってよく、これは次いで、該位置推定値を標的端末Ａに
転送してよい。
【００４４】
　図２および図５に示した実施形態について、標的端末についての位置推定値は、上記で
述べたように、標的および／または測距端末によってなされたＴＯＡ測定値および測距端
末の位置にのみ基づいて計算されてよい。ＴＯＡ測定値は、マルチパス、タイミング安定
性、および／または他の因子によるエラーを含む可能性がある。この測定エラーは、複数
回の測定を実行することによって緩和されてよい。
【００４５】
　標的端末についての位置推定値は、測距端末の位置精度によって影響される。一実施形
態において、標的端末は測距端末に対して、望ましい精度または不確実さで、それらの位
置を提供するようにリクエストすることができる。測距端末は、次いで、それらの位置を
望ましい不確実さの範囲内で決定し、それらの位置を標的端末に戻してよい。測距端末の
位置およびこれら位置における不確実さは、標的端末についての位置推定値を計算すると
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きに考慮されてよい。
【００４６】
　標的端末についての位置推定値の精度は、一般に、標的端末の距離測定を行う測距端末
の数に伴って改善される。しかし、測距端末の密度が高いエリアにおいては、標的端末が
送ったリクエストについての多すぎる応答が存在し得る。応答の数は、一定の距離の端末
だけからの応答を要請することによって制御されてよい。一実施形態において、測距端末
は、応答を提供するようにランダムに選択される。例えば、ハッシュ関数を使用して、こ
れら端末についての独特の識別子に基づいてＮ番目の測距端末を選択してよく、ここでの
Ｎは如何なる整数値であってもよい。もう一つの実施形態においては、標的端末から予め
定められた距離内にある測距端末が、応答を提供するために選択される。同様に、標的端
末に対して最適の形状を送達し、または望ましい信号特性（例えばＳＮＲ、ＳＩＲ、Ｅｃ
／Ｉｏ等）を有する測距端末が、距離測定のために選択されてよい。更にもう一つの実施
形態においては、一以上の種類の測距端末が、応答を提供するために選択される。例えば
、静止または固定された測距端末、交流電流（ＡＣ）によって電力供給される端末、およ
び／または幾つかの他の種類の端末が、応答を提供するために選択されてよい。更にもう
一つの実施形態において、測距端末は、特定の期間だけ待機した後に、それらの応答を送
信する。各測距端末についての待機時間は、擬似ランダムな時間であってよい。各測距端
末についての待機時間はまた、１以上の因子、例えば標的端末までの予測距離、および測
距端末の位置の精度等に基づいて計算されてよい。各測距端末について、前記待機時間が
切れる前に標的端末からＡＣＫが受信されれば、測距端末は応答を送らない。測距端末か
らの応答はまた、他の方法で制御されてもよい。
【００４７】
　一般に、標的端末についての位置推定値は、同じタイプもしくは異なるタイプの充分な
数の送信機ついての距離測定値、およびこれら送信機の位置に基づいて計算されてよい。
標的端末についての位置推定値は、（１）測距端末、ベースステーション、人工衛星、お
よび／または他の送信機（例えばブロードキャストステーション、ＷＬＡＮ端末など）に
ついて、標的端末により行われた距離測定値、（２）標的端末について、測距端末、ベー
スステーション、および／または他の受信機によって行われた距離測定値、並びに（３）
それらの何れかの組合せに基づいて計算されてよい。より高い信頼性を備えた距離測定（
例えば、人工衛星についての測定値）には、位置推定値の計算においてより大きな重みが
与えられてよい。
【００４８】
　標的端末は、無線ネットワークから補助データを得てよい。この補助データは、例えば
問題の各ベースステーションの位置、人工衛星の位置を含む暦、ベースステーションおよ
び／または人工衛星についてのタイミング情報等を示してよい。標的端末はこの補助デー
タを使用して、ベースステーションおよび人工衛星を選択し、これらについての距離測定
を行い、またはそれ自身についての位置推定値を計算してよい。
【００４９】
　２．セクターに基づく、および地球全体に基づくメッセージ転送。
【００５０】
　例えば図２および図５に示すようなピアツーピア通信を用いた位置決定は、セクターに
基づくスキームまたは地球全体に基づくスキームを用いて実行されてよい。セクターに基
づくスキームについては、標的端末が、特定のセクター内にある測距端末へとリクエスト
を送信する。地球全体に基づくスキームでは、標的端末が、ネットワークにおける測距端
末へとリクエストをブロードキャストする。セクターに基づくスキームおよび全地球に基
づくスキームは、一方向および二方向のピアツーピア通信のために使用されてよい。
【００５１】
　図６は、セクターに基づく二方向のピアツーピア通信を用いた位置決定の実施形態を示
している。標的端末Ａは、位置決定情報についてのリクエストを、指定されたセクターａ
（これは端末Ａによって最も強く受信されるセクターであってよい）における端末へと送
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信する。該リクエストは、特定の擬似ランダム数（ＰＮ）のコード、特定のスクランブル
コード、および／またはセクターａに割当てられた幾つかの他の独特の識別子を使用する
ことによって、セクターａに送信されてよい。このセクターに基づくスキームについて、
各測距端末は、そのセクターに送信されたリクエストを注意深く聞く。端末ＢおよびＣは
セクターａに位置しており、端末Ａにより送信されたリクエストがセクターａについての
ものであることを認識し、また該リクエストを処理する。端末Ｎは、セクターｃに位置し
ており、端末Ａにより送られたリクエストを受信せず、または該リクエストがもう一つの
セクターへとブロードキャストされることを認識しない。何れの場合にも、端末Ｎは、端
末Ａからのリクエストを無視する。
【００５２】
　一実施形態において、標的端末Ａは、そのリクエストを一つのセクター（例えば端末Ａ
によって最も強く受信されるセクター）にのみ送信する。もう一つの実施形態において、
標的端末Ａは、例えば端末Ａが充分な数の応答を受信するまで、そのリクエストを１以上
のセクターへと送信する。例えば、標的端末Ａは、最初に最も強く受信されるセクターへ
とリクエストを送信し、次いで、もし不十分な数の応答が受信されるならば、その次に強
く受信されるセクターへと順次送信してよい。もう一つの例において、もし受信された距
離測定の幾何学が、要求されるサービス品質の位置推定値を誘導するために不十分であれ
ば、標的端末Ａは、もう一つのセクター（異なるベースステーションに属してよい）にお
ける端末から追加の距離測定値をリクエストしてよい。標的端末の位置決定の目的で測距
端末を選択するために、他の選択基準を使用してもよい。
【００５３】
　図２は、全地球に基づく二方向のピアツーピア通信を用いた位置決定の実施形態を示し
ている。この実施形態について、標的端末Ａは、例えばグローバルＰＮコードを使用して
、ネットワークにおける測距端末へとリクエストをブロードキャストする。この実施形態
について、各測距端末は、グローバルＰＮコードを使用してブロードキャストされたリク
エストを注意深く聞く。セクターａおよびｃにおける測距端末Ｂ，ＣおよびＮは、標的端
末Ａからリクエストを受信し、上記で述べたようにして処理を実行する。
【００５４】
　一実施形態において、ネットワークは、セクターに基づくスキームまたは全地球に基づ
くスキームをサポートする。もう一つの実施形態において、ネットワークは、セクターに
基づくスキームおよび全地球に基づくスキームの両方をサポートする。この実施例につい
て、標的端末は、最初にセクターに基づく位置決定を試み、例えば最も強く受信されたセ
クターへとリクエストをブロードキャストしてよい。位置推定が計算され得ず、または十
分に正確でない（例えばサービスの品質に合致しない）ならば、標的端末は全地球に基づ
く位置決定を試み、次いで例えばグローバルＰＮコードを使用して全てのセクターへとリ
クエストをブロードキャストしてよい。
【００５５】
　３．メッセージ送信
　ネットワーク１００は周波数分割二重化（ＦＤＤ）を利用してよく、これは順方向リン
クおよび逆方向リンクのために二つの別々の周波数帯域を割当てる。端末は典型的には、
逆方向リンク上でベースステーションへと送信し、また順方向リンク上でベースステーシ
ョンから受信するように設計される。二つのＰＴＰ端末は、一方のＰＴＰ端末が順方向リ
ンク上で送信でき、または逆方向リンク上で受信できるならば、一方向ピアツーピアで通
信することができる。二つのＰＴＰ端末は、両方のＰＴＰ端末が順方向リンク上で送信で
き、両方のＰＴＰ端末が逆方向リンク上で受信でき、または一方のＰＴＰ端末が順方向リ
ンク上で送信でき且つ逆方向リンク上で受信できるならば、二方向ピアツーピアで通信す
ることができる。一実施形態において、標的端末は順方向リンク上でリクエストを送信す
る。標的端末は、他の端末への順方向リンク上で過剰な干渉を生じる可能性があり、ベー
スステーションから遠くにあるときは、その送信電力を低下させてよい。もう一つの実施
形態において、標的端末は逆方向リンク上でリクエストを送信する。標的端末は、ベース
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ステーションにおいて逆方向リンク上で過剰な干渉を生じる可能性があり、ベースステー
ションに近接して位置するときは、その送信電力を低下させてよい。一実施形態において
、標的端末はオープンループの電力推定値を決定し、これはネットワークにおけるアクセ
スチャンネルについての送信電力である。標的端末は、次いで、オープンループ電力推定
によって決定される電力レベル、例えばオープンループ電力推定値よりも低いＸｄＢでリ
クエストを送信してよく、個々でのＸは良好な特性を与えるように選択される。
【００５６】
　一実施形態において、標的端末は何時でもリクエストをブロードキャストしてよい。測
距端末は、これらの測距端末が他の機能を実行しないときは、標的端末からのリクエスト
を連続的に注意深く聞いてよい。もう一つの実施形態において、標的端末は、指定された
時間帯内にリクエストをブロードキャストしてよい。測距端末は、これら時間帯の間だけ
、標的端末からのリクエストを注意深く聞いてよい。
【００５７】
　標的端末は、スロッテッドアロハ・ランダムアクセススキーム、搬送波感知多重アクセ
ス（ＣＡＭＡ）スキーム等のような種々のランダムアクセススキームを使用して、リクエ
ストをブロードキャストしてよい。一実施形態において、標的端末は、当該ネットワーク
において利用可能なアクセスチャンネル上でリクエストをブロードキャストする。例えば
、標的端末は、ｃｄｍａ２０００における逆方向アクセスチャンネル（Ｒ－ＡＣＨ）また
は逆方向エンハンストアクセスチャンネル（Ｒ－ＥＡＣＨ）上でリクエストを送ってよい
。測距端末は、ベースステーションと同様の方法でＲ－ＡＣＨまたはＲ－ＥＡＣＨを処理
することによって、該リクエストを検出してよい。もう一つの実施形態において、標的端
末は、ピアツーピア通信をサポートするために使用される物理的チャンネルである逆ピア
エンハンストアクセスチャンネル（Ｒ－ＰＥＡＣＨ）上で、リクエストをブロードキャス
トする。Ｒ－ＰＥＡＣＨは、１以上のメッセージフォーマットおよび１以上のデータレー
トをサポートしてよい。全ての実施形態について、標的端末は、他の端末への過剰な干渉
を生じない電力レベルでリクエストを送信する。
【００５８】
　二方向ピアツーピアの実施形態において、測距端末は、Ｒ-ＰＥＡＣＨ、Ｒ－ＡＣＨ、
Ｒ-ＥＡＣＨまたは幾つかの他のチャンネルを介して、標的端末へと応答を送る。一方向
ピアツーピアの実施形態において、測距端末は、Ｒ－ＡＣＨ、Ｒ-ＥＡＣＨまたは幾つか
の他のチャンネルを使用して、ベースステーションへと応答を送る
　４．フロー図　
　図７は、ピアツーピア通信を用いた位置決定のために、標的端末によって実行されるプ
ロセス７００の実施形態を示している。標的端末は、その位置を突き止めたいと望み、そ
れ自身の位置推定値の決定における補助を求めるリクエストを発生する（ブロック７１２
）。このリクエストは、（１）測距端末から距離測定情報を要請し、（２）測距端末に、
標的端末のための距離測定情報を入手して、該距離測定情報を、標的端末の位置推定値を
決定できるネットワークエンティティー（例えばＰＤＥ）へと転送するように要請し、ま
たは（３）位置決定に適した他の情報および／または補助を要請してよい。該リクエスト
はまた、標的端末の位置決定のためにネットワークエンティティーが使用し得る上記で述
べた関連情報を含んでよい。次いで、標的端末は、リクエストされた補助を提供できる測
距端末に対して、リクエストを送る（ブロック７１４）。該リクエストは、特定のセクタ
ー、セクター群、またはネットワークにおける全てのセクターに送られてよい。
【００５９】
　ブロック７２０において決定されるような、二方向のピアツーピア（ＰＴＰ）通信を用
いた位置決定については、標的端末は、少なくとも一つの測距端末から少なくとも一つの
応答を受信する（ブロック７２２）。各測距端末からの応答は、測距端末の位置（または
位置に関連し得る幾つかの同定情報）、および標的端末が送ったリクエストについて測距
端末によりなされた距離測定値（例えばＴＯＡ測定値）を含んでよい。標的端末はまた、
各測定値（例えばＴＯＡ測定値）を入手してよい（ブロック７２４）。次いで、標的端末
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は、（１）測距端末からの応答について該標的端末により行われた距離測定値、および／
または（２）該標的端末が送ったリクエストについて測距端末が行った距離測定値に基づ
いて、標的端末と各測距端末の間の距離を推定してよい。標的端末は、次いで、推定され
た距離および各測距端末の位置に基づいて、それ自身の位置推定値を決定してよい（ブロ
ック７２８）。一方向ピアツーピア通信を用いた位置決定については、ブロック７２０に
おいて決定されるように、標的端末は、それ自身のための位置推定値をネットワークエン
ティティーから単純に受信してよい（ブロック７３２）。
【００６０】
　単純化のために図７には示されていないが、標的端末は、他の送信機（ベースステーシ
ョンおよび／または人工衛星であってよい）のための距離測定値を入手してよい。標的端
末は、（１）これらの距離測定値を使用してそれ自身のための位置推定値を計算し、また
は（２）これら測定値を、標的端末のための位置推定値を計算するために使用するために
ネットワークエンティティーへと転送してよい。加えて、測距端末はまた、ベースステー
ションおよび／または人工衛星であってよい他の送信機のための距離測定値を得てよく、
これら距離測定値はまた、標的端末の位置推定値を決定するために使用されてよい。
【００６１】
　図８は、ピアツーピア通信を用いた位置決定をサポートするために、測距端末により実
行されるプロセス８００の実施形態を示している。測距端末は、標的端末から、標的端末
の位置推定値を決定する際の補助を求めるリクエストを受信する（ブロック８１２）。測
距端末は、標的端末の位置推定値を決定するのに適した距離測定情報を入手する（ブロッ
ク８１４）。例えば、測距端末は、標的端末からのリクエストについてのＴＯＡ測定値を
入手してよく、当該リクエストについてのＴＯＡ測定値および距離測定情報としての測距
端末の位置を提供してよい。或いは、測距端末は、標的端末からのリクエストについての
ＲＳＳＩ測定値を得てよく、またＲＳＳＩ測定値および距離測定情報としての測距端末の
位置を提供してよい。距離測定情報はまた、測距端末におけるタイミングオフセットを決
定するために使用される他の情報（例えばＢＳＩＤ）を含んでよい。測距端末は、距離測
定情報と共に、標的端末またはネットワークエンティティー（例えばＰＤＥ）へと応答を
送る（ブロック８１６）。
【００６２】
　図９は、ピアツーピア通信を用いた位置決定をサポートするために、測距端末（例えば
ＰＤＥ）により実行されるプロセス９００の実施形態を示している。ネットワークエンテ
ィティーは、標的端末の位置推定値を決定する際の補助について、標的端末により送られ
たリクエストについて、少なくとも一つの測距端末から少なくとも一つの応答を受信する
（ブロック９１２）。各応答は、標的端末のための位置推定値を決定するために使用され
る距離測定情報を含んでいる。ネットワークエンティティーは、少なくとも一つの測距端
末からの少なくとも一つの応答に基づいて、標的端末のための位置測定値を決定する（ブ
ロック９１４）。例えば、該ネットワークエンティティーは、測距端末によってなされた
ＴＯＡ測定に基づいて、標的端末と各測距端末の間の距離を推定してよい。該ネットワー
クエンティティーは、各端末のタイミングオフセットを推定してよく、また各影響された
測定からタイミングオフセットを除去してよい。該ネットワークエンティティーは、（１
）標的端末と各測距端末との間の推定された距離、および（２）各測定端末の位置に基づ
いて、標的端末のための位置推定値を決定してよい。該ネットワークエンティティーはま
た、標的端末および／または測距端末により受信された１以上の他の送信機についての１
以上の追加の距離測定値を得てよく、また、これら追加の距離測定値に基づいて、標的端
末のための位置推定値を決定してよい。何れの場合においても、当該ネットワークエンテ
ィティーは、必要であれが、この位置推定値を標的端末へと送る（ブロック９１６）。
【００６３】
　５．ブロック図　
　図１０は、標的端末１２０ａ、測距端末１２０ｂ、ベースステーション１１０ａ、およ
びＰＤＥ１３２のブロック図を示している。標的端末１２０ａにおいて、コントローラ／
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プロセッサ１０２０は、ピアツーピア通信を用いた位置決定についてのリクエストを発す
る。送信（ＴＸ）データプロセッサ１０１０が該リクエストを受信し、リクエストメッセ
ージを発生して、メッセージのために送られるべきデータビットを与える。送信機（ＴＭ
ＴＲ）１０２０は、該データビットを調節し（例えばアナログに変換し、増幅し、フィル
ターし、また周波数アップコンバートする）、アンテナ１０１４を介して送信されるＰＴ
Ｐ信号を発生する。
【００６４】
　測距端末１２０ｂにおいて、アンテナ１０３４はＰＴＰ信号を標的端末１２０ａから受
信し、受信された信号を受信機（ＲＣＶＲ）１０３６に与える。受信機１０３６は、この
受信された信号を調節し（例えばフィルターし、増幅し、周波数ダウンコンバートし、デ
ジタル化する）て、データサンプルを提供する。受信（ＲＸ）データプロセッサ１０３８
は、このデータサンプルを処理し（例えばスクランブルの除去、チャンネル化、復調、脱
インターリーブ、およびデコード化）、標的端末１２０ａによって送られたリクエストメ
ッセージを回復させる。受信機１０３６および／またはＲＸデータプロセッサ１０３８は
、更に、当該リクエストメッセージのＴＯＡを決定してよい。ＴＸデータプロセッサ１０
３０は、当該リクエストについての応答メッセージを発生する。該応答メッセージは、上
記のように、該応答が標的端末１２０ａまたはＰＤＥ１３２の何れに送られるかに応じて
、異なる情報を含んでよい。
【００６５】
　二方向ピアツーピア通信を用いた位置決定については、図２に示したように、送信機１
０３２はＰＴＰ信号を発生し、該信号はアンテナ１０３４を介して標的端末１２０ａへと
送信される。標的端末１２０ａにおいては、測距端末１２０ｂからのＰＴＰ信号がアンテ
ナ１０１４により受信され、受信機１０１６により調節され、ＲＸデータプロセッサ１０
１８により処理されて、測距端末１２０ｂからの応答メッセージが回復される。受信機１
０１６および／またはＲＸデータプロセッサ１０１８はまた、当該応答メッセージのＴＯ
Ａを決定してよい。コントローラ／プロセッサ１０２０は、測距端末１２０ｂおよび可能
否他の測距端末までの距離を推定し、更に、標的端末１２０ａについての位置推定値を計
算する。
【００６６】
　一方向ピアツーピア通信を用いた位置決定については、図５に示すように、送信機１０
３２がＲＬ信号を発生し、該信号はアンテナ１０３４を介してベースステーション１１０
ａへと送信される。ベースステーション１１０ａにおいては、測距端末１２０ｂからのＲ
Ｌ信号がアンテナ１０５０により受信され、受信機１０５２により調節され、ＲＸデータ
プロセッサ１０５４により処理されて、測距端末１２０ｂからの応答メッセージが回復さ
れる。通信（Ｃｏｍｍ）ユニット１０６４は、該応答メッセージをＰＤＥ１３２へと転送
する。ＰＤＥ１３２において、通信ユニット１０８４は全ての測距端末についての応答メ
ッセージを受信する。コントローラ／プロセッサ１０８０は、標的端末１２０ａについて
の位置推定値を計算し、該位置推定値をベースステーション１１０ａへと転送する。ベー
スステーション１１０ａにおいて、標的端末１２０ａについての位置推定値および順方向
リンク上で送られるべき他のデータは、ＴＸデータプロセッサ１０５６によって処理され
、送信機１０５８によって調節されてＦＬ信号を発生し、該信号はアンテナ１０５０を介
して送信される。標的端末１２０ａにおいて、ベースステーション１１０ａからのＦＬ信
号はアンテナ１０１４（図１０では図示せず）によって受信され、受信機１０６１によっ
て調節され、ＲＸデータプロセッサ１０１によって処理されて、ＰＤＥ１３２により送ら
れた位置推定値が回復される。該位置推定値は、ＰＤＥ１３２からベースステーションへ
、次いで測距端末１２０ｂへ、次いで標的端末１２０ａへと送られてよい。
【００６７】
　コントローラ／プロセッサ１０２０、１０４０、１０６０および１０８０は、それぞれ
、端末１２０ａおよび１２０ｂ、ベースステーション１１０ａ、並びにＰＤＥ１３２内の
種々のユニットの動作を指令する。メモリー１０２２、１０４２、１０６２、および１０
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８２は、それぞれ、端末１２０ａおよび１２０ｂ、ベースステーション１１０ａ、並びに
ＰＤＥ１３２のためのデータおよびプログラムコードを保存する。
【００６８】
　明瞭化のために、上記の記述は、標的端末、測距端末、およびベースステーションが無
線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用して通信すると仮定している。一般に、何れか一つまた
は何れかの組合せのＲＡＴが、ピアツーピア通信をサポートするために使用されてよい。
例えば、標的端末および測距端末は、第一のＲＡＴを使用して通信してよく、また測距端
末およびベースステーションは、第二のＲＡＴを使用して通信してよい。各ＲＡＴは、Ｗ
ＷＡＮまたはＷＬＡＮまたはＷＰＡＮのためのものであってよい。例えば、標的端末およ
び測距端末は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｘ、ブルートゥース（登録商標）、ＵＷＭ、Ｚｉｇ
Ｂｅｅ等を使用して通信してよい。距離沿い区低端末およびベースステーションは、ｃｄ
ｍａ２００、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＧＳＭ、ＯＦＤＭ等を使用して通信してよい。標的端末およ
び測距端末の各々は、一つまたは複数のＲＡＴをサポートしてよい。
【００６９】
　ここに記載する位置決定技術は、種々の手段によって実施されてよい。例えば、これら
技術はハードウエア、ファームウエア、ソフトウエア、またはそれらの組合せにおいて実
施されてよい。ハードウエア実施の場合、ＰＴＰ端末、ベースステーション、またはネッ
トワークエンティティーにおける処理ユニットは、１以上のアプリケーション特異的集積
回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理装置（ＤＳＰ
Ｄ）、プログラム可能な論理装置（ＰＬＤ）、フィールドプログラム可能なゲートアレイ
（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ
、電子装置、ここに記載した機能を実行するように設計された他の電子ユニット、または
それらの組合せの中に実装されてよい。
【００７０】
　ファームウエアおよび／またはソフトウエア実施の場合、当該技術は、ここ記載した機
能を実行するモジュール（例えば手順、機能など）を用いて実施されてよい。ソフトウエ
アコードは、メモリー（例えば、図１０におけるメモリー１０２２、１０４２、１０６２
または１０８２）に保存されてよく、またプロセッサ（例えばプロセッサ１０２０、１０
４０、１０６０、または１０８０）によって実行されてよい。
【００７１】
　見出しは、参照のため、および一定の章を見つけるための補助として含められるもので
ある。これらの見出しは、ここに記載した概念の範囲を限定することを意図したものでは
なく、また、これらの概念は明細書全体を通して他の章においても適用可能である可能性
がある。
【００７２】
　以上の開示された実施形態の説明は、当業者が本発明を製造または使用することを可能
にするために提供される。これら実施形態に対する種々の変更は、当業者によい有為に明
らかであろうし、ここに定義された一般原理は本発明の精神または範囲を逸脱することな
く、他の実施形態にも適用されてよい。従って、本発明はここに示した実施形態に限定さ
れることを意図したものではなく、ここに開示した原理および新規な特徴に一致した最も
広い範囲が与えられるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】図１は、無線多重アクセス通信ネットワークを示す。
【図２】図２は、二方向のピアツーピア通信を用いた位置決定を示している。
【図３】図３は、距離測定リクエストおよび応答についての送信時系列チャートを示して
いる
【図４】図４は、標的端末についての位置推定値の誘導を示している。
【図５】図５は、一方向ピアツーピア通信を用いた位置決定を示している。
【図６】図６は、セクターに基づく二方向ピアツーピア通信を用いた位置決定を示してい
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る。
【図７】図７は、標的端末により実行されるプロセスを示している。
【図８】図８は、測距端末により実行されるプロセスを示している。
【図９】図９は、ＰＤＥにより実行されるプロセスを示している。
【図１０】図１０は、標的端末、測距端末、ベースステーション、およびＰＤＥのブロッ
ク図を示している。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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