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(57)【要約】
位置決定法を選択する位置決定ノード（１００）におけ
る方法を提供する。位置決定ノードは異なるアクセス技
術を有する複数の無線アクセスネットワークおよび複数
のコアネットワークに接続する。位置決定ノードは要求
ノードから端末の位置決定要求を受信する（２０１）。
要求は複数のクライアントタイプの少なくとも１つおよ
び複数のサービス品質パラメータの少なくとも１つを含
む。位置決定ノードは端末位置決定のため異なる複数の
無線アクセスネットワークおよび／または前記無線アク
セス技術の複数の位置決定法の中から少なくとも１つの
位置決定法を次いで選択する（２０４）。位置決定法の
選択は受信する要求の少なくとも１つのクライアントタ
イプおよび少なくとも１つのサービス品質パラメータに
基づく。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置決定ノード（１００）における位置決定法の選択方法であって、前記位置決定ノー
ド（１００）は異なるアクセス技術を有する複数の無線アクセスネットワーク（１１０、
１２０、１２１）および複数のコアネットワークに接続し、
　要求ノード（１３０）からの端末（１４０）の位置決定要求であって、複数のクライア
ントタイプの少なくとも１つ、および複数のサービス品質パラメータの少なくとも１つを
含む前記要求を受信する受信ステップ（２０１）と、
　前記異なる複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０、１２１）および前記端
末（１４０）の位置決定無線アクセス技術またはそのいずれかの複数の位置決定法の中か
ら位置決定法を選択する選択ステップであって、前記位置決定法の選択の根拠が前記要求
で受信した前記少なくとも１つのクライアントタイプおよび前記複数のサービス品質パラ
メータの少なくとも１つである選択ステップ（２０４）と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　位置が決定される前記端末（１４０）からの位置決定能力を受信する受信ステップをさ
らに含み、前記位置決定能力はそれぞれの位置決定技術を含み、前記端末（１４０）は、
前記複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０）の異なる無線アクセスネットワ
ークで利用可能な前記位置決定技術に基づいて前記位置の導出が可能であり、
　前記位置決定法の選択の根拠がさらに受信した前記端末の位置決定能力であることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　受信した前記端末の位置決定能力の各位置決定能力が、前記位置決定能力に対する無線
アクセス技術および前記前記位置決定能力に対する前記測定能力またはそのいずれかを指
定することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　サポートする位置決定法の事前サービス品質パラメータ、および異なるアクセス技術を
有する前記複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０）の位置決定能力を検索す
る検索ステップをさらに含み、
　前記位置決定法の選択の根拠がさらに、検索された事前サービス品質パラメータ、およ
び異なるアクセス技術を有する前記複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０）
の位置決定能力であることを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか一項に記載の方法
。
【請求項５】
　前記端末（１４０）が第１の無線アクセスネットワーク（１１０）でキャンプオン中で
あり、前記第１の無線アクセスネットワーク（１１０）は前記各位置決定技術を含む前記
複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０）に含まれ、
　前記選択した位置決定法に従い前記第１の無線アクセスネットワーク（１１０）におけ
る位置決定測定の実行要求を前記端末（１４０）へ送信する送信ステップ（２０５）をさ
らに含むことを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記要求に従い実行される前記位置決定測定法が無線アクセス技術間測定法を含むこと
を特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記端末（１４０）が第１の無線アクセスネットワーク（１１０）でキャンプオン中で
あり、前記選択した位置決定法に従い、前記端末（１４０）がキャンプオン中である前記
第１の無線アクセスネットワークとは別の第２の無線アクセスネットワーク（１２０）の
測定結果が位置情報の検索に利用可能であり、第１の無線アクセスネットワーク（１１０
）および第２の無線アクセスネットワーク（１２０）は前記各位置決定技術を含む前記複
数の無線アクセスネットワークに含まれ、
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　前記選択した位置決定法に従い、前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）にお
ける位置決定測定の実行要求を前記端末（１４０）へ送信する送信ステップ（２０７）を
さらに含むことを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）における前記位置決定測定の実行のた
め前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）への前記端末（１４０）のハンドオー
バを要求する要求ステップ（２０６）をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載の方
法。
【請求項９】
　前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）から前記第１の無線アクセスネットワ
ーク（１１０）へ戻す前記端末（１４０）のハンドオーバ要求ステップ（２０９）
をさらに含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の無線アクセスネットワーク（１１０）から前記第２の無線アクセスネットワ
ーク（１２０）への前記ハンドオーバが、ＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ、ＬＴＥまたはＣＤＭＡ２
０００無線アクセスネットワークの少なくとも１つから別のＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ、ＬＴＥ
若しくはＣＤＭＡ２０００無線アクセスネットワークにであることを特徴とする請求項８
または請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記端末（１４０）からの位置決定測定結果を受信する受信ステップ（２０８）と、
　前記選択した位置決定法に従い、前記端末（１４０）から受信した位置決定測定結果に
基づく前記端末（１４０）位置を決定する決定ステップ（２１０）と
をさらに含むことを特徴とする請求項１乃至請求項１０の何れか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記位置決定測定結果を送信する送信ステップをさらに含み、
　前記測定結果の送信前に前記位置決定測定結果を汎用測定結果報告フォーマットに変換
し、前記汎用報告フォーマットが異なるアクセス技術を有する前記複数の無線アクセスネ
ットワーク（１１０、１２０、１２１）の１つのみを含む位置決定測定結果報告に使用す
るものと異なるフォーマットを含むことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記決定ステップ（２１０）が、ユーザプレーンおよび制御プレーンからの位置決定測
定結果を含む受信位置決定測定結果を前記端末（１４０）結合位置へ結合する結合ステッ
プを含むことを特徴とする請求項１１または請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記決定ステップ（２１０）が、異なる無線アクセス技術を活用し、異なる無線アクセ
スネットワーク（１１０、１２０）から入手した位置決定測定結果を含む受信位置決定測
定結果を前記端末（１４０）結合位置へ結合する結合ステップを含むことを特徴とする請
求項１１または請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記複数のクライアントタイプがクライアントタイプの汎用拡張セットであり、異なる
アクセス技術を有する前記複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０、１２１）
の少なくとも１つによりサポートされる各クライアントタイプが、前記クライアントタイ
プの汎用拡張セットに少なくとも１つの対応クライアントタイプを有することを特徴とす
る請求項１乃至請求項１５の何れか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　複数のサービスクラスがサービスクラスの汎用拡張セットであり、異なるアクセス技術
を有する前記複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０、１２１）の少なくとも
１つによりサポートされる各サービスクラスが、前記サービスクラスの汎用拡張セットに
少なくとも１つの対応サービスクラスを有することを特徴とする請求項１乃至請求項１５
の何れか一項に記載の方法。
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【請求項１７】
　位置決定法選択した位置決定ノード（１００）であって、前記位置決定ノード（１００
）が異なるアクセス技術を有する複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０、１
２１）および複数のコアネットワークに接続し、
　要求ノード（１３０）からの端末（１４０）の位置決定要求であって、複数のクライア
ントタイプの少なくとも１つ、および複数のサービス品質パラメータの少なくとも１つを
含む前記要求を受信するシグナリング手段（４１０）と、
　前記異なる複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０、１２１）および前記端
末（１４０）の位置決定無線アクセス技術またはそのいずれかの複数の位置決定法の中か
ら位置決定法を選択する位置決定法選択ユニットであって、前記位置決定法の選択の根拠
が前記要求で受信した前記少なくとも１つのクライアントタイプおよび前記少なくとも１
つの前記サービス品質パラメータである、位置決定法選択ユニット（４２０、３１０）と
を含むことを特徴とする位置決定ノード。
【請求項１８】
　前記シグナリング手段（４１０）がさらに、位置が決定される前記端末（１４０）から
位置決定能力を受信し、前記位置決定能力はそれぞれの位置決定技術を含み、前記端末（
１４０）は、前記複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０）の異なる無線アク
セスネットワークで利用可能な前記位置決定技術に基づいて前記位置の導出が可能であり
、
　前記位置決定法選択ユニット（４２０、３１０）がさらに、位置決定法を選択する場合
に、前記受信端末の位置決定能力を根拠とすることを特徴とする請求項１７に記載の位置
決定ノード。
【請求項１９】
　前記端末（１４０）が第１の無線アクセスネットワーク（１１０）でキャンプオン中で
あり、前記選択した位置決定法に従い、前記端末（１４０）がキャンプオン中である前記
第１の無線アクセスネットワークとは別の第２の無線アクセスネットワーク（１２０）か
らの測定結果が位置情報の検索に利用可能であり、前記第１の無線アクセスネットワーク
（１１０）および第２の無線アクセスネットワーク（１２０）は前記各位置決定技術を含
む前記複数の無線アクセスネットワークに含まれ、前記シグナリング手段（４１０）が前
記選択した位置決定法に従い、前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）における
位置決定の測定実行要求を前記端末（１４０）に送信することを特徴とする請求項１７ま
たは請求項１８に記載の位置決定ノード。
【請求項２０】
　前記位置決定ノード（１００）が、前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）に
おける前記位置決定測定の実行のため前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）へ
の前記端末（１４０）のハンドオーバを要求するハンドオーバハンドラ（３２０）をさら
に含むことを特徴とする請求項１９に記載の位置決定ノード。
【請求項２１】
　端末（１４０）の位置決定を扱う前記端末（１４０）における方法であって、前記端末
（１４０）は位置決定測定の実行のため異なるアクセス技術を有する複数の無線アクセス
ネットワーク（１１０、１２０、１２１）にアクセスし、前記端末（１４０）は第１の無
線アクセスネットワーク（１１０）でキャンプオン中であり、前記第１の無線アクセスネ
ットワーク（１１０）は前記各位置決定技術を含む前記複数の無線アクセスネットワーク
（１１０、１２０、１２１）に含まれ、前記複数の無線アクセスネットワークは第２の無
線アクセスネットワーク（１２０）をさらに含み、
　位置決定法に従って位置決定測定を実行する一方、無線アクセス技術間測定を引き起こ
す要求を、位置決定ノード（１００）から受信する受信ステップ（１２０２）と、
　少なくとも前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）における位置決定測定を実
行する実行ステップ（１２０４）と、
　前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）で実行される少なくとも前記測定結果
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を含む前記位置決定測定結果を前記位置決定ノード（１００）へ送信する送信ステップで
あって、前記端末（１４０）の前記位置決定を前記位置決定ノード（１００）に可能にす
る送信ステップ（１２０５）と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２２】
　前記測定実行のため、前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）への前記端末（
１４０）のハンドオーバを実行する実行ステップ（１２０３）と、
　前記位置決定測定の実行後、前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）から前記
第１の無線アクセスネットワーク（１１０）へ戻す前記端末（１４０）のハンドオーバを
実行する実行ステップ（１２０６）と
をさらに含むことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記位置決定ノード（１００）への能力の送信ステップであって、前記能力が、前記端
末（１４０）が測定を実行可能な前記各位置決定技術に関連する能力を含む送信ステップ
（１２０１）をさらに含み、
　前記位置決定技術が前記複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０）の異なる
無線アクセスネットワークで利用可能であることを特徴とする請求項２１または請求項２
２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）における前記測定結果が、ＧＳＭ、Ｗ
ＣＤＭＡ、ＬＴＳまたはＣＤＭＡ２０００無線アクセスネットワークの少なくとも１つに
おける測定結果を含むことを特徴とする請求項２１乃至請求項２３の何れか一項に記載の
方法。
【請求項２５】
　端末（１４０）の位置決定を扱う前記端末（１４０）であって、前記端末（１４０）は
位置決定測定の実行のため異なるアクセス技術を有する複数の無線アクセスネットワーク
（１１０、１２０、１２１）にアクセスし、前記端末（１４０）は第１の無線アクセスネ
ットワーク（１１０）でキャンプオン中であり、前記第１の無線アクセスネットワーク（
１１０）は前記各位置決定技術を含む前記複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１
２０、１２１）に含まれ、前記複数の無線アクセスネットワークは第２の無線アクセスネ
ットワーク（１２０）をさらに含み、
　位置決定法に従って位置決定測定を実行する一方、無線アクセス技術間測定を引き起こ
す要求を位置決定ノード（１００）から受信する受信機（１３００）と、
　少なくとも前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）で前記位置決定測定を実行
するプロセッサ（１３１０）と、
　前記位置決定測定結果であって、前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）で実
行される少なくとも前記測定結果を含み、前記端末（１４０）の前記位置判断を前記位置
決定ノード（１００）に可能にする前記位置決定測定結果を前記位置決定ノード（１００
）に送信する送信機（１３２０）と
を含むことを特徴とする端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はノードの位置決定、ノードの位置決定方法、端末および端末における方法に関
する。特に、本方法は位置決定方法の選択並びに端末の位置決定処理の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムとも呼ぶ代表的セルラ無線システムでは、移動端末および無線端末ま
たはそのいずれかとしても知られたユーザ装置（ＵＥ）は無線アクセスネットワーク（Ｒ
ＡＮ）を介して１つ以上のコアネットワーク（ＣＮ）と通信する。ＵＥは「セルラ」電話



(6) JP 2013-520072 A 2013.5.30

10

20

30

40

50

機としても知られた移動電話機、若しくは無線能力を有するラップトップ、例えば移動終
端装置でありえ、従って例えば無線アクセスネットワークと音声およびデータまたはその
いずれかを通信するポータブルデバイス、ポケットデバイス、ハンドヘルドデバイス、コ
ンピュータを包含したデバイスまたは車載移動デバイスでありうる。
【０００３】
　無線アクセスネットワークはセルエリアに分割されている地理的エリアをカバーし、各
セルエリアは基地局（「ｅＮＢ」、「ｅノードＢ」または「ノードＢ」とも呼ぶネットワ
ークもある。）、例えば無線基地局（ＲＢＳ）によりサービスを提供する。基地局は種々
のクラス、例えばマクロｅノードＢ若しくはホームｅノードＢまたはピコ基地局から成り
得、これらのノードを本書類では基地局とも呼ぶ。基地局は無線周波数で動作するエアイ
ンタフェースを経て基地局範囲内のユーザ装置ユニットと通信する。
【０００４】
　幾つかのバージョンの無線アクセスネットワークでは、幾つかの基地局は、例えば地上
回線またはマイクロ波によりネットワークコントローラ、例えば汎用移動通信システム（
ＵＭＴＳ）の無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）若しくはＧＳＭの基地局コントロ
ーラ（ＢＳＣ）に一般に接続し、これらのコントローラはそれに接続する複数の基地局の
種々の活動を管理および調整する。ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）では、ｅノ
ードＢはゲートウェイ、例えば無線アクセスゲートウェイに接続できる。無線ネットワー
クコントローラは１つ以上のコアネットワークに一般に接続する。
【０００５】
　ＵＭＴＳは第２世代（２Ｇ）移動通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ）から発展
した第３世代（３Ｇ）移動通信システムであり、広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）
アクセス技術に基づく改良移動通信サービスの提供を意図する。ＵＭＴＳ地上無線アクセ
スネットワーク（ＵＴＲＡＮ）はユーザ装置（ＵＥ）ユニットに対し広帯域符号分割多元
接続を使用する本質的に無線アクセスネットワークである。第３世代パートナシッププロ
ジェクト（３ＧＰＰ）はＵＴＲＡＮおよびＧＳＭベースの無線アクセスネットワーク技術
のさらなる発展に着手し、さらに進化したＬＴＥに発展する次世代セルラネットワークで
ある３ＧＰＰＬＴＥを結果として得る。
【０００６】
　現存するまたは標準化されつつある種々の無線アクセス技術（ＲＡＴ）は、種々の共存
するＲＡＴ（例えばＧＳＭ、符号分割多元接続２０００（ＣＤＭＡ２０００）、ＷＣＤＭ
ＡおよびＬＴＥのような種々のＲＡＴを使用できるＲＡＮ）を用いたネットワークを実際
に展開するという結果をもたらした。ＬＴＥの位置決定並びにロケーションサービス（Ｌ
ＣＳ）サポートは現在標準化中であるが、単一ＲＡＴのＬＣＳサポートに焦点を当ててい
る。幾つかのＲＡＴ間測定法、例えばＲＡＴ間信号強度または信号品質測定法が存在する
。しかしながら、これらの測定法は潜在的にＬＣＳにも使用できるが、ＬＣＳ以外の他の
目的のために本来は規定されている。
【０００７】
　現在利用でき、既知の位置決定技術は、１つの単独ＲＡＮ内、および制御プレーンソリ
ューション若しくはユーザプレーンソリューション、またはその何れかに限定して動作す
る位置決定法選択機構並びに関連したシグナリング手段に基づいており、それらはそれぞ
れ、利用可能な位置決定法および測定法の独自のセットを有することができる。そのよう
な単一ＲＡＴ単一プレーン技術ソリューションは少なくとも次の欠点および欠点に関連し
た課題を有する。
・ユーザが利用可能な位置決定結果の統計的可用性はそれほど良くない。
・単一ＲＡＴ内のユーザが利用可能な位置決定結果の統計的精度は低い可能性がある。
・位置決定機能を各特定ＲＡＮで特定品質に維持する事業者の購入、維持および運用コス
トは相当に高い。
・ユーザプレーンの位置決定性能は端末で利用可能な位置決定情報に依存し、従って有す
る性能はそれほど良くない可能性がある。
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【０００８】
　ＷＣＤＭＡの単一ＲＡＴ位置決定法選択の考えられる実装を次に説明することにする。
【０００９】
　ＵＥがＷＣＤＭＡ無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）の端末であるとみなされる
ＵＥ位置決定機能は、事業者の設定可能な位置決定法選択論理のセットにより制御される
。表記「位置決定法選択アルゴリズム」を以下で使用することにする。位置決定法選択ア
ルゴリズムへの入力は以下を含む。
・ロケーション報告制御（LOCATION REPORTING CONTROL）メッセージで受信するクライア
ントタイプ。
・ロケーション報告制御メッセージで受信する、応答時間、精度符号および垂直精度符号
のようなサービス品質（ＱｏＳ）パラメータ。
・使用可能な位置決定特徴パラメータ。
・ＵＥのアシスト型ＧＰＳ（Ａ‐ＧＰＳ）の能力を主として現すＵＥ能力。
【００１０】
　位置決定の特徴を識別するＱｏＳに関する第１の改訂版では、各サービスクラスに１つ
の設定可能な選択論理セットを有する３つのサービスクラスを実装する。各サービスクラ
スは設定されたクライアントタイプにより定められ、８つのクライアントタイプがＷＣＤ
ＭＡで規定される。緊急位置決定のために１つのクライアントタイプがあり、種々の商用
サービスのために２つのサービスクラスがある。緊急サービスクラスはデフォールトサー
ビスクラスである。
【００１１】
　各サービスクラスの論理は最初の位置決定試行を許容し、位置決定試行の２回の再試行
をその後に続けることができる。以下の代替クラスは事業者により構成可能である。
・全サービスクラスに有効：
　ｏ以下を含む各認可済位置決定法のための代表的ＱｏＳは、
　　代表的応答時間、
　　代表的精度符号、半径として表される水平精度、
　　代表的垂直精度符号、垂直精度、を含む。
・各サービスクラスに個別に有効：
　ｏサービスクラスを選択しようとするクライアントタイプのリスト。
【００１２】
　　ひとつのクライアントタイプは１つのサービスクラスに出現が許容されるだけである
ことに注意すべきである。さらにその上、デフォールトの場合である緊急サービスサービ
スクラスにリストは不要である。
【００１３】
　ｏ全ての位置決定試行に有効
　　各位置決定試行後のＱｏＳ事後チェックの選択。事後チェックを設定しない限りＱｏ
Ｓは計算されないことに注意。
【００１４】
　ｏ最初の位置決定試行
　　選択可能な位置決定法の順序付けリスト。
【００１５】
　　最良ＱｏＳをもたらす方法が選択される。
【００１６】
　ｏ二回目の位置決定試行：
　　選択可能な位置決定法のリストから最初に再試行する位置決定法のハード選択。
【００１７】
　　注：この従来技術では、実行済みの位置決定法は二回目には実行しない。
【００１８】
　ｏ三回目の位置決定試行：
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　　選択可能な位置決定法のリストから二回目に再試行する位置決定法のハード選択。
【００１９】
　　この従来技術では、実行済みの位置決定法は、二回目の実行はされないことに注意す
べきである。
【００２０】
　ロケーション報告制御メッセージで受信するクライアントタイプ情報要素（ＩＥ）をま
ずチェックして位置決定選択アルゴリズムは動作する。クライアントタイプはこの場合適
切なサービスクラスに対応することになろう。位置決定法選択アルゴリズムは次いで第１
の位置決定法の選択により進行する。この選択はＱｏＳベースであり、その根拠は以下に
ある。
ｏロケーション報告制御メッセージで受信したような、要求されたＱｏＳ。
ｏ認可された位置決定法それぞれの代表的応答時間設定、精度符号、即ち水平精度および
垂直精度符号、即ち垂直精度。
ｏ無線ネットワークサブシステム（ＲＮＳ）で位置決定法が動作状態であるかを判断する
ＵＥ能力および使用可能な位置決定特徴パラメータ。
【００２１】
　選択アルゴリズムは設定された考えられる第１の位置決定法のリスト全体を巡って巡回
し、ＱｏＳ基準に最も良く適合する方法を選択する。ＱｏＳ基準の順序は、３ＧＰＰ、即
ち応答時間、精度符号に続く垂直精度符号に従う。２つの方法が等しく良い場合、設定さ
れた考えられる第１の位置決定法のリストの初めの方法を選択する。
【００２２】
　第１の位置決定法の選択後（方法を選択しないことがある）、選択した位置決定法を実
行する。
【００２３】
　設定されれば、達成精度の事後チェックを実行し、その後試験結果に応じて、ＵＥ位置
決定機能は、報告か、または位置決定の再試行か、いずれに進むかを決定する。選択した
位置決定法が失敗の場合、ＵＥ位置決定法はまた位置決定の再試行に進む。
【００２４】
　ＵＥ位置決定機能が位置決定の再試行に進む場合、ＵＥ能力および使用可能な位置決定
の特徴を、今度は二回目の位置決定試行に対して設定される位置決定法についてチェック
する。テストが成功であれば、この位置決定法を実行する。完了すると、何らかの設定さ
れた事後チェックを実行し、達成精度をチェックする。達成精度が要求精度を満たせば、
二回目の位置決定の試行結果を報告し、満たさなければ、三回目の位置決定の試行を実行
する。二回目の位置決定の試行が失敗したであろう場合にも、三回目の位置決定の試行を
また実行する。
【００２５】
　三回目の試行は、完了後事後チェック実行の要がないことを除いて、二回目の試行と同
様に動作する。理由は、達成ＱｏＳが十分良くないであろう場合に四回目の試行がないこ
とである。同じ理由で、ＵＥ位置決定機能はロケーション報告制御メッセージで受信する
ような要求ＱｏＳに最も良く適合する位置決定の試行結果を報告する。
【００２６】
　位置決定サービス、ＬＣＳおよびロケーションベースサービス（ＬＢＳ）はセルラ事業
者に益々重要になりつつある。現在、スマートフォンの導入は種々のサービスに対する位
置決定要求に関し性能の最適化を事業者に要求するであろう新サービスの可能性を提供す
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
　それ故、本ソリューションの実施形態の目的は位置決定法の性能を改善する方法および
装置の提供である。
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【課題を解決するための手段】
【００２８】
　一態様によれば、本発明の目的は位置決定法を選択する位置決定ノードの方法により達
成する。位置決定ノードは異なるアクセス技術を有する複数の無線アクセスネットワーク
および複数のコアネットワークに接続する。位置決定ノードは端末の位置決定要求を要求
ノードから受信する。要求は複数のクライアントタイプの少なくとも１つ、並びに複数の
サービス品質パラメータの少なくとも１つを含む。位置決定ノードは次いで端末位置を決
定する異なる複数の無線アクセスネットワークおよび無線アクセス技術の複数の位置決定
法またはそのいずれかの中の位置決定法を選択する。位置決定法選択の根拠は受信した要
求の少なくとも１つのクライアントタイプ並びに少なくとも１つのサービス品質パラメー
タである。
【００２９】
　別の態様によれば、本目的は位置決定法を選択する位置決定ノードにより達成する。位
置決定ノードは異なるアクセス技術を有する複数の無線アクセスネットワークおよび複数
のコアネットワークに接続するようにする。位置決定ノードは端末位置決定要求を要求ノ
ードから受信するようにするシグナリング手段を含む。要求は複数のクライアントタイプ
の少なくとも１つ、並びに複数のサービス品質パラメータの少なくとも１つを含む。位置
決定ノードは端末位置を決定する異なる複数の無線アクセスネットワークおよび／または
無線アクセス技術の複数の位置決定法の中の少なくとも１つの位置決定法を選択するよう
にする位置決定法選択ユニットをさらに含む。位置決定法選択の根拠は受信した要求の少
なくとも１つのクライアントタイプ並びに少なくとも１つのサービス品質パラメータであ
る。
【００３０】
　さらなる態様によれば、本目的は端末位置決定を扱う端末の方法により達成する。本端
末は位置決定の測定を実行する異なるアクセス技術を有する複数の無線アクセスネットワ
ークにアクセスするようにする。端末は第１の無線アクセスネットワークにおいてキャン
プオン中である。第１の無線アクセスネットワークは各位置決定技術を含み、少なくとも
１つの第２の無線アクセスネットワークをさらに含む複数の無線アクセスネットワークに
含む。本方法によれば、端末は位置決定法に従う、一方無線アクセス技術間測定法を含む
位置決定測定を実行する要求を位置決定ノードから受信する。端末は次いで第２の無線ネ
ットワークで少なくとも位置決定測定を実行し、第２の無線ネットワークで実行する測定
結果を少なくとも含み、位置決定ノードに端末位置の判断を可能にする位置決定測定結果
を位置決定ノードに送信する。
【００３１】
　さらなる態様によれば、本目的は端末位置決定を扱う端末により達成する。本端末は位
置決定測定を実行する異なるアクセス技術を有する複数の無線アクセスネットワークにア
クセスするようにする。端末は第１の無線アクセスネットワークにおいてキャンプオン中
である。第１の無線アクセスネットワークは各位置決定技術を含み、１つの第２の無線ア
クセスネットワークを少なくともさらに含む複数の無線アクセスネットワークに含む。端
末は位置決定法に従う、一方無線アクセス技術間測定法を含む位置決定測定を実行する要
求を位置決定ノードから受信するようにする受信機を含む。端末は第２の無線ネットワー
クで少なくとも位置決定測定を実行するようにするプロセッサをさらに含む。端末は第２
の無線ネットワークで実行する測定結果を少なくとも含む位置決定測定結果を位置決定ノ
ードに送信するようにする送信機をさらに含む。これは位置決定ノードに端末位置の判断
を可能にする。
【００３２】
　本ソリューションの実施形態による利点が強化版位置決定の可用性および強化版位置決
定精度を含むのは、２つ以上の無線アクセスネットワークおよび２つ以上の位置決定ソリ
ューションまたはそのいずれかの実現から最良の結果を判断できるであろうからである。
【００３３】
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　事業者およびネットワークプロバイダまたはそのいずれかにとり、本ソリューションの
実施形態による別の利点は、事業者またはプロバイダは、ある種の位置決定技術に最良の
性能を提供するＲＡＴからその種の位置決定技術を選択することにより、事業者若しくは
プロバイダがそのビジネスの基礎を置く、かなりのコスト削減並びに全てのそのＲＡＴの
位置決定性能を最適化する可能性を含む無線アクセス技術（ＲＡＴ）のそれぞれの位置決
定技術の購入、維持および運用の必要性の削減を含む。これは今日の状況に比し、遥かな
投資削減により性能を最大化する方法を提供する。
【００３４】
　本ソリューションの実施形態によるさらなる利点は、本ソリューションがユーザプレー
ン位置決定の一般的性能を改善する潜在能力を提供することである。
【００３５】
　本発明の例示的実施形態を示す添付図面を参照して、本ソリューションをより詳細に説
明する。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】図１は本ソリューションの実施形態を例示する概要ブロック図である。
【図２】図２は方法の実施形態を示すフローチャートである。
【図３】図３は本ソリューションの実施形態を例示する概要ブロック図である。
【図４】図４は位置決定ノードの実施形態を例示する概要ブロック図である。
【図５】図５はＧＳＭ、Ａインタフェースの回線交換ドメインで使用するメッセージシー
ケンスを例示する概要信号図である。
【図６】図６はＧＳＭ、Ｇｂインタフェースを経るパケット交換ドメインで使用するメッ
セージシーケンスを例示する概要信号図である。
【図７】図７はＣＤＭＡ２０００の位置決定構成を例示する概要ブロック図である。
【図８】図８はＥ‐ＵＴＲＡＮ制御プレーンの位置決定構成およびプロトコルを例示する
概要ブロック図である。
【図９】図９はＵＥとＥ‐ＳＬＭＣ間のＬＰＰロケーション情報伝送手順を例示する概要
信号図である。
【図１０】図１０はＥ‐ＵＴＲＡＮによるターゲットＵＥの位置決定ロケーションサービ
スサポートを例示する概要信号図である。
【図１１】図１１はｅノードＢによりＬＣＳサービス要求を開始する場合の手順を例示す
る概要信号図である。
【図１２】図１２は方法の実施形態を示すフローチャートである。
【図１３】図１３は端末の実施形態を例示する概要ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　ＬＴＥの位置決定およびロケーションサービス（ＬＣＳ）のサポートは現在標準化中で
あり、焦点はＬＴＥ内のみのＬＣＳのサポートにあったが、本明細書の実施形態が提供す
る位置決定には完全統合マルチ無線アクセス技術（ＲＡＴ）による利点がある。本明細書
の実施形態はマルチＲＡＴ環境における位置決定法の選択手段を開示する。
【００３８】
　本明細書の実施形態はこの位置決定法の選択およびマルチＲＡＴ環境におけるＬＣＳサ
ポートシグナリング手段をも開示する。
【００３９】
　さらにその上近未来においては、ＧＰＳより多い衛星ナビゲーションシステムが利用可
能になろう。３ＧＰＰは、このことが生じる場合に使用するアシスト型グローバルナビゲ
ーション衛星システム（Ａ‐ＧＮＳＳ）と表す共有衛星位置決定機能を規定した。本明細
書の実施形態はこの場合にも有効である、即ちアシスト型ＧＰＳ（Ａ‐ＧＰＳ）に限定せ
ず、Ａ‐ＧＮＳＳにも適応する。説明の多くがしかしＡ‐ＧＰＳを使用するのは、これが
現産業標準であるからである。
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【００４０】
　今日、セル電話機、例えばここでは端末とも呼ぶスマートフォンの大部分は複数のＲＡ
Ｔを扱う。本明細書の実施形態に関する位置決定技術の帰結は、端末が２つ以上のＲＡＴ
／ＲＡＮ、即ち複数のＲＡＴ／ＲＡＮにおける位置決定技術に基づき位置を導出できるこ
とである。端末エンドユーザの利益が高度の可用性および高い精度を含むのは、最良の結
論を２つ以上の無線アクセスネットワークから判断できるであろうからである。
【００４１】
　図１は本明細書の例示的実施形態を実装できる位置決定ノード１００を示す。益々多く
のトラフィックがユーザプレーンに到来する。位置決定ノード１００は幾つかの実施形態
ではユーザプレーン位置決定サーバ、即ちユーザプレーン位置決定ノードでありうる。位
置決定ノード１００は異なるアクセス技術を有する複数の無線アクセスネットワークに接
続するようにする。接続は物理直接リンクを経るか、または例えば高位レイヤプロトコル
による論理的なものでありうる。簡単のため、ただ２つの無線アクセスネットワーク、こ
こでは異なる無線アクセス技術に属すと考える第１の無線アクセスネットワーク１１０お
よび第２の無線アクセスネットワーク１２０を図１に示す。これら無線アクセスネットワ
ークのさらなる例を図３に示し、参照番号１２１として参照する。異なるアクセス技術を
有するこれら無線ネットワークは、例えばユーザプレーンＣＤＭＡ２０００、ユーザプレ
ーンＧＳＭ、ユーザプレーンＷＣＤＭＡ、ユーザプレーンＬＴＥ、制御プレーンＣＤＭＡ
２０００、制御プレーンＧＳＭ、制御プレーンＷＣＤＭＡ、制御プレーンＬＴＥまたは任
意の他の無線アクセスネットワークでありうる。また、ＬＴＥ周波数分割二重化（ＦＤＤ
）およびＬＴＥ時分割二重化（ＴＤＤ、Time Division duplex）をも異なるＲＡＴと考え
うる。ここでユーザプレーンおよび制御プレーン位置決定は異なるＲＡＮ／ＲＡＴと見做
すこともできることに注意されたい。「ＬＴＥ」により、ＬＴＥ技術の発展、例えば進化
‐ＬＴＥをも意味する。
【００４２】
　図１は端末１４０の位置決定を要求するノードである要求ノード１３０をさらに示す。
位置決定ノード１００は要求ノード１３０のような要求エンティティとの通信シグナリン
グ手段を有する。図１では、ただ１つの要求エンティティ、即ち要求ノード１３０を簡単
のため示す。要求ノード１３０は、例えばコアネットワークノード、端末１４０または緊
急センタの１つでありうる。図１の例では、要求ノードはコアネットワークノードである
。端末１４０は第１の無線アクセスネットワーク１１０に含む。用語「端末」は位置を決
定するデバイス若しくはノードを表す汎用化のためここで使用する一般的用語である。端
末１４０は位置決定ターゲットでありうるＵＥのような移動電話機、基地局、移動局（Ｍ
Ｓ）、小基地局または任意の他ノードでありうる。図１の端末は第１の無線アクセスネッ
トワーク１１０に含む無線送信ノード１４５を介して第１の無線アクセスネットワーク１
１０と通信する移動電話機である。
【００４３】
　幾つかの実施形態では、位置決定ノード１００はインターネット１５０に接続できる。
【００４４】
　少なくとも１つの例示的実施形態では、位置決定ノード１００はコアネットワークに所
在できる。別の非限定的例示的実施形態では、例えば端末がＵＥである場合にＵＥベース
の位置決定に対応する自体の位置決定を端末が実行する場合、位置決定ノード１００は端
末のエンティティでありうる。この場合、位置決定ノードが接続する複数のコアネットワ
ークは空でありうる。さらに別の実施形態では、端末は自体の位置決定を要求することも
でき、従って要求ノードは端末のエンティティである。
【００４５】
　本明細書の実施形態は以下を含む技術を開示する。
１．マルチＲＡＴ位置決定法選択の新機能、
２．マルチＲＡＴ位置決定法選択の新機能をサポートする新シグナリング手段、
３．位置決定マルチＲＡＴ構成概念、
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４．マルチＲＡＴ位置決定測定法を構成する新機能。
【００４６】
　本明細書の実施形態は以下の技術を開示する。
Ａ．位置決定法の選択を可能化する技術。
【００４７】
　Ａ１．根拠とするのは要求ノード１３０からの要求のサービスクラス、ＬＣＳクライア
ントタイプおよびＱｏＳ情報であり、要求ノード１３０はコアネットワーク、異なるＲＡ
Ｔまたは例えばインターネットの外部ノードを活用する複数のＲＡＮ１１０、１２０で動
作するノードである。要求はＵＥからも来うる。ここで、ユーザプレーンおよび制御プレ
ーンの位置決定は異なるＲＡＮ／ＲＡＴ１１０、１２０と見做しうる。
【００４８】
　Ａ２．使用するのは、標準ＲＡＴ間測定法を超える、異なるＲＡＴを活用する異なるＲ
ＡＮ１１０、１２０における無線測定法である。異なるＲＡＮにおける無線測定法は位置
決定要求に関して実行する例えばタイミング進行（ＴＡ）、往復時間（ＲＴＴ）およびタ
イミング測定、例えば到着時間または到着時間差並びに信号強度若しくは信号品質測定を
含む。
【００４９】
　本明細書の実施形態はまた以下の技術を開示する。
Ｂ．メッセージおよびメッセージの情報要素のための信号インタフェース並びにプロトコ
ル（新規または拡張したもの）、高位レイヤプロトコル若しくは低位レイヤプロトコルの
ようなシグナリング手段を規定する技術。
【００５０】
　Ｂ１．それは位置決定ノード１００と要求ノード１３０との間においてである。要求ノ
ード１３０はコアネットワークの一部であり、異なるＲＡＴを活用する複数のＲＡＮ１１
０、１２０で動作するエンティティ／ノードである。シグナリング手段はノード間、即ち
要求ノード１３０と位置決定ノード１００間でサービスクラス、クライアントタイプおよ
びＱｏＳ情報を伝送する。また、シグナリングはマルチＲＡＴ能力伝送をサポートし、マ
ルチＲＡＴ能力はエンティティの一般的マルチＲＡＴ能力またはエンティティの位置決定
専用能力でありうる。
【００５１】
　Ｂ２．それは、位置決定ノード１００と無線送信ノード１４５との間においてである。
無線送信ノード１４５は基地局、遠隔無線ユニット、中継ノード、など、一般的にはＲＡ
Ｎ１１０、１２０内ＬＴＥのｅＮＢでありうる。位置決定ノード１００は複数のＲＡＴ１
１０、１２０の送信および受信ノードへ、からの信号メッセージの送信および受信機能を
有する。シグナリング手段は支援情報、能力交換、位置決定測定結果並びに位置決定結果
の要求および配信機能を有する。支援情報の内容並びに出所は位置決定法、位置を決定す
るネットワークおよびデバイスの能力に依存する。支援情報は位置決定ノード１００によ
り端末１４０に送信し、端末の測定を支援並びに手助けする。支援情報は位置決定測定を
実行する場合端末１４０の性能を高める情報を含む。ＲＡＮ１１０，１２０から端末に送
信する、例えばＡ－ＧＰＳ支援情報のための例えば参照信号構成およびその送信機会、要
求ノード１３０からの例えばクライアントタイプまたは位置決定のＱｏＳ要求をＧＰＳ参
照受信機により収集できるインターネット１５０並びに端末１４０の少なくとも１つから
受信する情報、例えば端末能力に基づき、位置決定ノード１００は支援情報を構築できる
。支援データの他の例は衛星軌道モデルのようなＡ－ＧＰＳ支援データ、並びに探索する
時間の場所を端末に通報するタイミング情報およびドップラウインドウである。また、マ
ルチＲＡＴ能力の伝送若しくは交換信号サポートをカバーし、マルチＲＡＴ能力は一般的
マルチＲＡＴ　ＵＥまたは無線ノードの能力若しくは位置決定専用ＵＥまたは無線ノード
の能力でありうる。
【００５２】
　Ｂ３．それは、位置決定ノード１００と端末１４０との間においてである。端末１４０
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は複数のＲＡＴを活用する複数のＲＡＮ１１０，１２０へのアクセス機能を有する。シグ
ナリング手段は位置測定要求またはマルチＲＡＴ能力要求を位置決定ノード１００から端
末１４０へ伝達し、マルチＲＡＴ能力は一般的端末能力若しくは位置決定専用端末能力で
ありうる。これは制御プレーンまたはユーザプレーンを経て実行できることに注意された
い。
【００５３】
　Ｂ４．それは、位置決定ノード１００から端末１４０へ送信する支援データである。本
明細書の実施形態では、マルチＲＡＴ位置決定測定支援データは単一ＲＡＮ／ＲＡＴに属
すセルのデータを含み、従ってＲＡＮ／ＲＡＴに１つの支援データの複数バッチを構想で
きる。他の実施形態では、マルチＲＡＴ位置決定測定支援データは少なくとも２つのセル
が異なるＲＡＮ／ＲＡＴに属すセル支援データを含み、支援データは単一バッチで送信で
きる。測定結果に基づき入手する位置決定結果は複数のＲＡＴ１１０、１２０において管
理でき、位置決定ノード１００から端末１４０へ送信できる。
【００５４】
　Ｂ５．それは、端末１４０と位置決定ノード１００との間においてであり、シグナリン
グ手段は、マルチＲＡＴ能力の伝送または交換のためであり、ここでマルチＲＡＴ能力は
一般的端末能力若しくは位置決定専用端末能力でありうる。今日、単一ＲＡＴ位置決定に
より位置決定サービスを行う場合、位置決定ノード１００は他ＲＡＴ端末の能力に関知し
ない。それ故実施形態によれば、新規能力情報要素を提供し、位置決定ノード１００にこ
の能力の詳細を通知する。そうしなければ、位置決定ノードは、恐らく結果を改善できる
であろう他ＲＡＮでの位置決定法を試行しないであろうから、これは利点である。例とし
て端末１４０がＬＴＥにあれば、今日の技術は例えばＷＣＤＭＡでは位置決定に関する能
力を通知しない。
【００５５】
　Ｂ６．それは、端末１４０と位置決定ノード１００との間においてであり、シグナリン
グ手段は、端末から位置決定ノード１００へ位置測定結果を伝達する。これは制御プレー
ンまたはユーザプレーンを経て実行できることに注意されたい。一実施形態では、測定結
果報告は単一ＲＡＮ／ＲＡＴで実行する測定結果を含む。この場合、マルチＲＡＴ測定を
実行する、若しくは実行を要求する場合、複数の測定結果報告を端末１４０により送信で
き、位置決定ノード１００による受信が予期できる。他実施形態では、測定結果報告は複
数のＲＡＮ／ＲＡＴからの測定結果を含む。
【００５６】
　Ｂ７．それは、位置決定ノード１００と要求ノード１３０のような要求エンティティと
の間においてであり、シグナリング手段は、位置決定ノード１００から要求エンティティ
へマルチＲＡＴ測定結果に基づく位置決定結果を伝達する。
【００５７】
　Ｂ８．それは、無線送信ノード１４５と端末１４０との間における、ブロードキャスト
された支援データのシグナリングである。ここで、支援データはセルに関する情報を含み
、支援データの少なくとも２つのセルは異なるＲＡＮ／ＲＡＴに属す。
【００５８】
　Ｂ９．それは、位置決定ノード１００と無線送信ノード１４５との間における、例えば
上のＢ８に記載のようなブロードキャスト支援データの情報のシグナリングである。
【００５９】
　Ｂ１０．それは、無線送信ノード１４５と位置決定ノード１００との間における、例え
ば上のＢ８に記載のようなブロードキャストマルチＲＡＴ支援データの情報を要求するシ
グナリングである。
【００６０】
　Ｂ１１．それは、位置決定ノード１００と無線送信ノード１４５との間における、位置
決定ノード１００により端末１４０に送信される支援情報の、位置決定ノード１００によ
る構築に使用する情報を要求するシグナリングである。
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【００６１】
　Ｂ１２．それは、無線送信ノード１４５と位置決定ノード１００との間における、位置
決定ノードにより端末１４０に送信される支援情報の、位置決定ノードによる構築に使用
する情報のシグナリングである。
【００６２】
　Ｂ１３．それは、位置決定測定結果報告を伴う任意のシグナリングで、測定結果報告は
、異なるＲＡＮ／ＲＡＴで入手される測定結果の報告のための汎用フォーマットを使用す
るマルチＲＡＴ位置決定測定結果報告である。幾つかの実施形態では、位置決定測定結果
報告は少なくとも２つの異なるＲＡＴからの測定結果を含み得、幾つかの実施形態では、
汎用報告フォーマットは複数ＲＡＴ／ＲＡＮのただ１つを含む位置決定測定結果報告に使
用できるものと異なるフォーマットを含む。
【００６３】
　Ｂ１４．それは、位置決定結果を送信する任意のシグナリングであり、ここで位置決定
結果を伴う位置決定報告がマルチＲＡＴ位置決定結果を報告するために使用する汎用フォ
ーマットである。幾つかの実施形態では、フォーマットは単一ＲＡＴ測定結果に使用する
ものと異なり得、その場合変換、例えば形状変換を単一ＲＡＴ位置決定結果フォーマット
とマルチＲＡＴ位置決定結果フォーマット間の変換に適用できる。
【００６４】
　Ｂ１５．それは、サービスクラスおよびクライアントタイプ情報を送信するための任意
のシグナリングである。幾つかの実施形態では、サービスクラスおよびクライアントタイ
プ情報はサービスクラスの共通セット並びにクライアントタイプの共通セットからであり
、複数ＲＡＴ／ＲＡＮの少なくとも１つによりサポートする各クライアントタイプおよび
サービスクラスまたはそのいずれか、即ちマルチＲＡＴ位置決定によりサポートするもの
は対応汎用セットに少なくとも１つの対応クライアントタイプおよびサービスクラスまた
はそのいずれかを有する。幾つかの実施形態では、サービスクラスおよびクライアントタ
イプの拡張セットをマルチＲＡＴ位置決定に対し規定し、拡張セットは単一ＲＡＴ位置決
定に現在規定するセット連合より大きいであろう。
【００６５】
　Ｂ１６．それは、無線送信ノード１４５と位置決定ノード１００との間における、位置
決定ノードから無線送信ノードへの測定結果の要求の送信、およびＲＡＴ／ＲＡＮ１１０
、１２０に属する無線送信ノードにより管理する測定結果の位置決定ノードへの送信であ
る。測定結果の例は、無線送信ノードで測定した受信‐送信時間または着信角度である。
【００６６】
　本明細書の実施形態はまた以下の技術を開示する。
Ｃ．異なるＲＡＴを活用する異なるＲＡＮから入手した位置決定測定結果を端末１４０の
結合位置に結合する技術。前記結合は位置決定ノード１００で実行される。これの特別な
場合は、ユーザプレーン位置決定を、別のＲＡＮ／ＲＡＴからさえも検索される制御プレ
ーン位置情報により補いうることである。
【００６７】
　また位置が決定されている端末１４０が意味することは、また位置が決定されているユ
ーザ装置と同様、基地局または任意の他アクセスポイントも、これらが対応する機能を持
つならば、この場合端末として解釈できることに注意されたい。位置決定ターゲットであ
りうる端末のみならず、例えば小基地局なども位置を決定する端末でありうることを意味
する。
【００６８】
　本明細書の実施形態がまた以下の技術を開示する。
Ｄ．マルチＲＡＴ位置決定測定を設定する機能を含む技術。
位置決定測定構成は受信したマルチＲＡＴ能力に基づきうる。位置決定測定の設定は以下
の少なくとも１つを含む。
【００６９】
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　Ｄ１．支援データにセルのＲＡＮ／ＲＡＴ情報を含む可能性、
　Ｄ２．位置決定ノード１００から端末１４０へ送信するマルチＲＡＴ位置決定支援デー
タの設定であり、マルチＲＡＴ位置決定支援データは異なるＲＡＮ／ＲＡＴで動作する少
なくとも２つのセルに関する情報を含む、
　Ｄ３．測定中断がなければ端末１４０がマルチＲＡＴ測定の実行ができない場合のマル
チＲＡＴ位置決定測定の測定中断の設定であり、幾つかの実施形態における中断を無線送
信ノード１４５により設定する、
　Ｄ４．位置決定測定のためのハンドオーバの設定、
　Ｄ５．位置決定測定のためのハンドオーバをトリガすること。これは移動性に責を担う
ＲＡＮ／ＲＡＴ１１０、１２０の位置決定ノード１００とネットワークノードとの間、例
えばＬＴＥのｅノードＢとＭＭＥとの間のシグナリングを意味する。
【００７０】
　以上の考察はいわゆる制御プレーン位置決定に焦点を当てた。しかしながら並行して、
ユーザプレーン位置決定を開発した。その技術は端末１４０と位置決定ノード１００間の
データリンクを使用し、そのデータリンクは端末と位置決定ノード間のデータリンク送信
を管理するノードに対して透明である。ユーザプレーン位置決定は位置決定ノード１００
と端末１４０間制御プレーン信号をエミュレートし、それによりＲＡＮにおける位置決定
機能の必要を排除する。
【００７１】
　本ソリューションは図２に示すフローチャートを参照して次に説明することにする幾つ
かの実施形態による位置決定ノード１００の位置決定法選択方法に関する。前記の如く、
位置決定ノード１００は異なる無線アクセス技術（ＲＡＴ）を有する複数のＲＡＮ１１０
、１２０、１２１および複数のコアネットワークに接続する。本方法は次のステップを含
み、このステップは以下に記載するものとは別の適する順序でも同様に実行できる。記載
するステップシーケンスは本方法実装の非限定例である。
【００７２】
　ステップ２０１
　位置決定ノード１００は要求ノード１３０から端末１４０の位置決定要求を受信する。
この要求は複数のクライアントタイプの少なくとも１つおよび複数のサービス品質パラメ
ータの少なくとも１つを含む。これは上のポイントＢ１に関係する。
【００７３】
　幾つかの実施形態では、ＱｏＳパラメータは例えば応答時間、精度符号および垂直精度
符号でありうる。一実施形態によれば、位置決定の特徴を識別するＱｏＳに、各サービス
クラスに１つの設定可能な選択論理のセットを伴う３つのサービスクラスを実装する。緊
急サービスクラスを除く各サービスクラスはデフォルトに設定でき、クライアントタイプ
設定により定義する。緊急の位置決定に１つの専用サービスクラスが、種々の商用サービ
スに２つのサービスクラスが存在できる。
【００７４】
　ステップ２０２
　これはオプションのステップである。幾つかの実施形態では、位置決定ノード１００は
位置を決定する端末１４０から位置決定能力を受信する。位置決定能力は端末１４０が位
置導出可能のベースとする各位置決定技術を含みうる。位置決定技術は複数の無線アクセ
スネットワーク１１０、１２０の異なる無線アクセスネットワークで利用可能でありうる
。
【００７５】
　幾つかの実施形態では、端末１４０の各位置決定能力はその位置決定能力に対する無線
アクセス技術およびその位置決定能力に対する測定能力またはそのいずれかを指定する。
【００７６】
　これは要求で、または与えられる方法で、若しくはイベントにより、例えばハンドオー
バまたはローミングによりトリガし、実行できる。これは上のポイントＢ５に関係する。
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位置決定能力は接続開始に際しても受信できる。例えばＷＣＤＭＡでは、位置決定能力は
、例えば呼設定時に既に通知できるか、若しくは後に通知できる。
【００７７】
　報告するＲＡＮ／ＲＡＴの能力はこのように特定端末１４０に対し互いのＲＡＮ／ＲＡ
Ｔが所有する位置決定能力により補いうる。
【００７８】
　ステップ２０３
　これもオプションのステップである。幾つかの実施形態では、位置決定ノード１００は
サポートする位置決定法の事前サービス品質パラメータおよび異なるＲＡＴの複数ＲＡＮ
の位置決定能力を検索する。事前サービス品質パラメータは例えば特定の位置決定法並び
に特定のクライアントタイプまたはＬＣＳサービスクラスに対して位置決定ノード１００
で事前設定できる。
【００７９】
　ステップ２０４
　位置決定ノード１００は端末の位置決定のため異なる複数のＲＡＮ／ＲＡＴの複数の位
置決定法の中の少なくとも１つの位置決定法を選択する。位置決定法の選択は要求で受信
する少なくとも１つのクライアントタイプおよび少なくとも１つのサービス品質パラメー
タを根拠とする。これは上のポイントＡ１に関係する。
【００８０】
　幾つかの実施形態では、位置決定法の選択は検索する事前サービス品質パラメータおよ
び複数ＲＡＮ／ＲＡＴの位置決定能力またはそのいずれかをさらに根拠とする。
【００８１】
　幾つかの実施形態では、位置決定法の選択は端末１４０から受信した位置決定能力をさ
らに根拠とする。
【００８２】
　ステップ２０５
　第１の実施形態では、位置決定ノード１００は端末１４０に要求を送信し、選択した位
置決定法に従い位置決定測定を実行する。測定は第１の無線アクセスネットワーク１１０
で実行するであろう。これは端末１４０がキャンプオン中である、この場合第１の無線ア
クセスネットワーク１１０にある無線アクセスネットワークで測定を実行するであろうこ
とを暗に指摘できる。ネットワークまたは無線送信ノード１４５の位置決定測定は対応Ｒ
ＡＮ１１０の無線送信ノードからも要求できる。
【００８３】
　測定要求および測定結果報告は制御プレーンまたはユーザプレーンを経て実行でき、無
線アクセス技術間測定を含みうる。これは上のポイントＢ３、Ｂ１３並びにＢ１６に関係
する。
【００８４】
　ステップ２０６
　このステップは別の実施形態でステップ２０５の代替として実行される。端末１４０は
前記のように第１の無線アクセスネットワーク１１０でキャンプオン中であるが、この実
施形態では、選択した位置決定法は第２の無線アクセスネットワーク１２０からの無線ア
クセス技術間測定が位置情報の検索に利用可能であることを示す。第２の無線アクセスネ
ットワーク１２０で実行する測定は位置関係情報の検索に好ましくは使用すべきであるこ
とを示すであろう。第２の無線アクセスネットワーク１２０は、端末１４０がキャンプオ
ン中である無線アクセスネットワークと異なる。位置情報は第１の無線アクセスネットワ
ーク１１０から無線アクセス技術間測定により利用できない。
【００８５】
　端末１４０が並列マルチＲＡＴ測定能力を持たない場合に異なるＲＡＮにおける端末１
４０の位置決定測定を可能にするため、ネットワークは別のＲＡＴへのハンドオーバをト
リガできるか、またはネットワークはＲＡＴ間位置決定測定のため測定中断を設定できる
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。位置決定測定のためにハンドオーバを設定する場合、位置決定ノード１００は第２の無
線アクセスネットワーク１２０への端末１４０のハンドオーバを要求する。
【００８６】
　このステップまたはステップ２０７乃至ステップ２０９は、端末１４０が位置決定能力
を有する全無線アクセスネットワークに対して反復できる。
【００８７】
　第１の無線アクセスネットワーク１１０から第２の無線アクセスネットワーク１２０へ
のハンドオーバは、ＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ、ＬＴＥまたはＣＤＭＡ２０００無線アクセスネ
ットワークの少なくとも１つから別のＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ、ＬＴＥ若しくはＣＤＭＡ２０
００無線アクセスネットワークにでありえよう。
【００８８】
　幾つかの実施形態では、発生元無線アクセスネットワークおよび宛先無線アクセスネッ
トワークのハンドオーバ制御インスタンス、即ち第１の無線アクセスネットワーク１１０
の制御インスタンスおよび第２の無線アクセスネットワーク１２０の制御インスタンスへ
要求を送信する。
【００８９】
　ステップ２０７
　このステップは第２の実施形態で実行できる。位置決定ノード１００は端末１４０に要
求を送信し、選択した位置決定法に従い第２の無線アクセスネットワーク１２０において
位置決定測定を実行する。
【００９０】
　ステップ２０８
　このステップは第１の実施形態および第２の実施形態で実行できる。端末１４０が、選
択された位置決定法に応じて第１のＲＡＮ１１０または第２のＲＡＮ１２０で位置決定測
定を実行した場合、位置決定ノード１００は端末１４０から位置決定測定結果を受信する
。これは制御プレーンまたはユーザプレーンを経て実行できる。これは上のポイントＢ６
に関係する。位置決定測定結果は異なるＲＡＴを活用する異なるＲＡＮから入手できる。
測定結果報告は単一ＲＡＮ／ＲＡＴで実行される測定結果を含みうる。マルチＲＡＴ測定
を実行するか、または実行を要求すると、この場合複数の測定結果報告を端末１４０によ
り送信しえ、位置決定ノード１００による受信を予期できる。別の実施形態では、測定結
果報告は複数のＲＡＮ／ＲＡＴからの測定結果を含む。これは上のポイントＣに関係する
。
【００９１】
　ステップ２０９
　端末１４０を第２の無線アクセスネットワーク１２０へハンドオーバした場合、このス
テップを第２の実施形態で実行する。端末１４０が第２の無線アクセスネットワーク１２
０で測定を実行した場合、位置決定ノード１００は第２の無線アクセスネットワーク１２
０から第１の無線アクセスネットワーク１１０へ戻す端末１４０のハンドオーバを要求す
る。第２の無線アクセスネットワーク１２０へのハンドオーバは時間限定でありうる、即
ち第２のＲＡＮ／ＲＡＴにおける一定時間後、端末１４０は第１のＲＡＮ／ＲＡＴへ戻す
ハンドオーバを行う。第２のＲＡＮ／ＲＡＴにおける位置決定測定を完了後、端末１４０
はハンドオーバを要求または実行できる。
【００９２】
　ステップ２１０
　位置決定ノード１００は選択した位置決定法に従い端末１４０から受信する位置決定測
定結果に基づき端末１４０の位置を判断する。幾つかの実施形態では、判断は少なくとも
１つのＲＡＴの送信無線ノードから受信する位置決定測定結果に基づきうる。
【００９３】
　幾つかの実施形態では、この判断ステップはユーザプレーンおよび制御プレーンからの
位置決定測定結果を含む受信した位置決定測定結果を端末１４０の結合位置へと結合する
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ことにより実行される。
【００９４】
　幾つかの実施形態では、この判断ステップは異なるＲＡＴを活用する異なる無線アクセ
スネットワーク１１０、１２０から入手する位置決定測定結果を含む受信した位置決定測
定結果を端末１４０の結合位置へと結合することによりさらに実行できる。
【００９５】
　この特別の例はユーザプレーン位置決定を別のＲＡＮ／ＲＡＴからさえも検索する制御
プレーン位置情報により補いうることである。
【００９６】
　幾つかの実施形態では、測定結果の送信前に位置決定測定結果を汎用測定結果報告フォ
ーマットに変換している。汎用報告フォーマットは異なるアクセス技術の複数の無線アク
セスネットワーク１１０、１２０、１２１の１つのみを含む位置決定測定結果報告に使用
するものと異なるフォーマットを含みうる。
【００９７】
　ステップ２１１
　幾つかの実施形態では、位置決定ノード１００は少なくとも要求ノード１３０に判断し
た端末位置を送信する。これは上のポイントＢ７に関係する。
【００９８】
　幾つかの実施形態では、位置決定ノードに送信された要求に含まれる複数のクライアン
トタイプはクライアントタイプの汎用拡張セットであり、ＲＡＴを有する複数の無線アク
セスネットワーク１１０、１２０、１２１の少なくとも１つによりサポートされる各クラ
イアントタイプは、クライアントタイプの汎用拡張セットに少なくとも１つの対応するク
ライアントタイプを有する。
【００９９】
　幾つかの実施形態では、複数のサービスクラスはサービスクラスの汎用拡張セットであ
り、異なるアクセス技術を有する複数の無線アクセスネットワーク１１０、１２０、１２
１の少なくとも１つによりサポートされる各サービスクラスは、サービスクラスの汎用拡
張セットに少なくとも１つの対応するサービスクラスを有する。
【０１００】
　任意の位置決定アーキテクチャに、次の３つのネットワーク要素、ＬＣＳクライアント
と、ＬＣＳターゲットとＬＣＳサーバとを含みうる。ＬＣＳターゲットデバイスは、例え
ばＵＥ（一般にはユーザ端末または無線ノード）、例えばセンサ、リレーまたは小基地局
でありうる。ＬＣＳは測定結果および他のロケーション情報の入手によりＬＣＳターゲッ
トデバイスの位置決定を管理し、支援データを提供して測定においてＬＣＳターゲットデ
バイスを支援し、最終位置推定の計算若しくは検証を行う物理または論理エンティティで
ある。ＬＴＥのＬＣＳサーバ例は制御プレーンソリューションの、発展型サービス提供移
動ロケーションセンタ（Ｅ‐ＳＭＬＣ）およびユーザプレーンソリューションの安全なユ
ーザプレーンロケーション（ＳＵＰＬ）ロケーションプラットフォーム（ＳＬＰ、SUPL L
ocation Platform）であり、両者は本明細書で位置決定ノードと呼びうる。さらに本テキ
ストでは、ＵＥのような端末に与える説明は一般にＬＣＳターゲットにも適用する。
【０１０１】
　ＬＣＳクライアントは、１つ以上のＬＣＳターゲットのロケーション情報入手のためＬ
ＣＳサーバと相互動作するソフトウェアおよびハードウェアエンティティまたはそのいず
れか、即ち位置を決めるエンティティである。ＬＣＳクライアントはＬＣＳターゲット自
体に所在してもしなくてもよい。ＬＣＳクライアントはＬＣＳに加入してロケーション情
報を入手し、ＬＣＳサーバは受信した要求を処理し、受信した要求にサービスを提供し、
ＬＣＳターゲットに位置決定結果を送信する。位置決定結果は、誤りの場合速度推定若し
くはロケーション誤り指示をも含みうるが、推定ロケーション座標を含む。
【０１０２】
　従来技術の単一ＲＡＴ単一プレーン技術ソリューションに対する利点
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　単一ＲＡＴ単一プレーン技術ソリューションは少なくとも次の欠点および欠点関連課題
を有する。
・ユーザに利用可能な位置決定結果の統計的可用性は位置決定リソースおよび情報を異な
るＲＡＮ並びにＲＡＴから収集する場合に可能なものより少ないであろう。
・単一ＲＡＴ内でユーザに利用可能な位置決定結果の統計的精度は位置決定リソースおよ
び情報を異なるＲＡＮ並びにＲＡＴから収集する場合に可能なものより低いであろう。
・各特定ＲＡＮにおける特定品質に位置決定機能を維持する事業者の購入、保守および運
用コストは事業者により稼働する異なるＲＡＮ並びにＲＡＴにおける利用可能な位置決定
リソースの併合が可能な場合より高いであろう、さらにその上、事業者は同じエリアに種
々のＲＡＴを既に配備しているであろう、従って利用可能ネットワークリソースを共通リ
ソースプールとして活用しないのは非効率的ネットワーク運用である。
・ユーザプレーン位置決定の性能は端末で利用可能な位置決定情報に依存し、従ってその
性能は、補完的方法で制御プレーンソリューションおよびユーザプレーンソリューション
を利用する場合に考えられる性能より悪い可能性がある。
以下に幾つかの実施形態例が続く。他の変形も勿論可能である。
【０１０３】
　アーキテクチャ概観
　開示するマルチＲＡＴ位置決定法選択機構のアーキテクチャの実施形態を図３に示す。
図の実施形態では、異なるＲＡＮ／ＲＡＴおよび対応ユーザプレーンシステムに対応する
異なるコアネットワークの要求ノード１３０から、位置決定要求を８つのタイプのソース
の何れかから位置決定ノード１００で受信できる。１つの位置決定ノード１００にインタ
フェースする全要求ノード１３０のサブセットを持つ考え方を本明細書の実施形態で開示
する。位置決定の終了後、これらのインタフェースをまた使用して、入手する位置決定結
果を返送する。ソリューションの一実施形態では、サブセットはエンティティ、即ち同じ
プレーン、例えばユーザプレーンまたは制御プレーンに属す要求ノード１３０のみを含む
。
【０１０４】
　位置決定ノード１００は、端末１４０の位置を入手するために複数ＲＡＮ／ＲＡＴ（図
３の例のＲＡＮ／ＲＡＴ１１０、１２０、１２１）にアクセスする。大部分の端末は今日
複数のＲＡＴを扱うので、それ故要求された結果を達成するために、実施形態は全ＲＡＮ
／ＲＡＴから位置決定法／測定法の選択ができる位置決定法選択機能を開示する。これは
図３のマルチＲＡＴ位置決定法選択ユニット３１０により実行する。その意味で、位置決
定法選択機構は位置決定のためのＲＡＴ／ＲＡＴ間スイッチのように動作する。
【０１０５】
　前記の如く、時にＲＡＴ間測定は他ＲＡＮ／ＲＡＴからの情報検索に利用可能である。
他の情報が好ましい場合に、位置決定法選択機構は位置決定のために別のＲＡＮ／ＲＡＴ
への端末１４０のハンドオーバを要求するか、または特定時間間隔の間は要求されたＲＡ
Ｔ間測定が可能であることを保証すればよい。このため、ハンドオーバハンドラ３２０を
位置決定ノード１００に提供する。
【０１０６】
　図３に見ることができるように、マルチＲＡＴ位置決定法選択機構は位置決定法ブロッ
ク３３０を介して位置決定ノード１００によりサービスを提供する全ＲＡＮ／ＲＡＴにイ
ンタフェースする。これらのインタフェースは以下で説明する標準のものであり、種々の
ＲＡＮ／ＲＡＴからの位置に関する位置決定結果または位置決定測定結果検索のためのも
のである。
【０１０７】
　マルチＲＡＴ位置決定法選択
　マルチＲＡＴ位置決定法選択機構は上記のＷＣＤＭＡソリューションで使用する前記原
理を使用できる。この場合、次のステップおよび一部の情報を含む。
【０１０８】
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　１．　汎用サービスクラス設定および選択。従来技術と比較して、本明細書では全ＲＡ
Ｎ／ＲＡＴからのクライアントタイプの使用法、並びに拡張サービスクラス数（おそらく
は８、１６または３２）の使用法を開示する。各サービスクラスは以下の項２乃至項４に
対する独立の設定可能性および論理を含みうる。
【０１０９】
　２．　一回目の試行に対する設定、並びに一回目の試行に対する位置決定法の汎用化さ
れた選択。従来技術と比較して、実施形態は次の使用法を開示する。
ａ．一回目の位置決定試行に対する代替位置決定法の拡張数（おそらく８、１６または３
２の代替法）、
ｂ．異なるＲＡＮ／ＲＡＴからの位置決定法の使用法。
【０１１０】
　３．　Ｍ回の再試行数に対する設定、並びにＭ回の再試行数に対する位置決定法の汎用
化された選択。従来技術と比較して、実施形態は次の使用法を開示する。
ａ．再試行した位置決定それぞれの代替位置決定法の拡張数（おそらく８、１６または３
２の代替法）、
ｂ．異なるＲＡＮ／ＲＡＴからの位置決定法の設定法。
【０１１１】
　４．　サービス品質評価および次の後続動作の設定
ａ．一回目の位置決定試行、
ｂ．Ｍ回の位置決定再試行。
【０１１２】
　従来技術と比較して、実施形態は次に依存する後続動作の使用法を開示する。
ａ．それまでの達成ＱｏＳ、
ｂ．各位置決定再試行のために設定された位置決定法の事前ＱｏＳ設定。
【０１１３】
　位置決定法選択アルゴリズムに例えば残存位置決定時間およびそれまでの達成精度を根
拠とすることを許容し、そのことにより再試行に使用する位置決定法の、従来技術で知ら
れていたものより良い選択を行うことに注意すべきである。
【０１１４】
　幾つかの実施形態では、本質において類似の測定結果さえも同じ特性や不確実性などを
必ずしも持たないので、汎用化マルチＲＡＴ形式／フォーマットへの測定結果の変換、例
えばシェープの変換もそのようなマルチＲＡＴ位置決定アーキテクチャにより必要になろ
う。
【０１１５】
　ハンドオーバハンドラ３２０
　以上の考察の如く、本明細書の実施形態は端末１４０によりサポートする全ＲＡＴの位
置決定リソースを活用できるインテリジェントスイッチと見ることができる。全ての位置
関連測定はＲＡＴ間測定として利用できないので、このソリューションは、異なるＲＡＴ
／ＲＡＮへのハンドオーバをトリガする一方、ＲＡＴ／ＲＡＮでの位置決定測定の終了後
戻りのハンドオーバも保証するハンドオーバハンドラ３２０を含みうる。ハンドオーバハ
ンドラ３２０はそれ故次の手段を含む。
・マルチＲＡＴ位置決定法選択機構からＲＡＴ間ハンドオーバ要求の受理、
・発生元ＲＡＮおよび宛先ＲＡＮのＲＡＴ間ハンドオーバ制御インスタンスに接続するシ
グナリング手段によるＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ、ＬＴＥまたはＣＤＭＡ２０００ＲＡＮの少な
くとも１つから別のＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ、ＬＴＥ若しくはＣＤＭＡ２０００ＲＡＮへのハ
ンドオーバ要求／強制、
・発生元ＲＡＮおよび宛先ＲＡＮのＲＡＴ間ハンドオーバ制御インスタンスに接続するシ
グナリング手段によるマルチＲＡＴ位置決定法選択機構から発生元ＲＡＮへ戻すＲＡＴ間
ハンドオーバ要求の受理、
・発生元ＲＡＮへ戻すハンドオーバ要求／強制。
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【０１１６】
　ユーザプレーン位置決定サポート
　機能の高度化はマルチＲＡＴ位置決定法選択機構から関連端末のユーザプレーンインス
タンスへのシグナリング手段の包含であろう。このシグナリングはこの場合異なるＲＡＮ
の制御プレーンでのみ利用可能な全ての位置決定測定法のシグナリング手段を含みうる。
この例はＷＣＤＭＡで入手するＲＴＴ測定結果の通知を含む。
【０１１７】
　位置決定法選択の以上の方法ステップ実行のため、位置決定ユニット１００は図４に示
す装置を含む。上記の如く、位置決定ノード１００は異なるアクセス技術を有する複数の
無線アクセスネットワーク１１０，１２０，１２１および複数のコアネットワークに接続
するようにする。異なる無線アクセス技術を有する複数の無線アクセスネットワーク１１
０，１２０，１２１はＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ、ＬＴＥまたはＣＤＭＡ２０００無線アクセス
ネットワークの何れかを含みうるか、または無線アクセスネットワーク：ユーザプレーン
ＣＤＭＡ２Ｋ、ユーザプレーンＧＳＭ、ユーザプレーンＷＣＤＭＡ、ユーザプレーンＬＴ
Ｅ、制御プレーンＣＤＭＡ２Ｋ、制御プレーンＧＳＭ、制御プレーンＷＣＤＭＡ、制御プ
レーンＬＴＥのいずれかを含みうる。
【０１１８】
　位置決定ノード１００は要求ノード１３０から端末１４０の位置決定要求を受信するよ
うにする受信機または通信機のようなシグナリング手段４１０を含む。要求は複数のクラ
イアントタイプの少なくとも１つおよび複数のサービス品質パラメータの少なくとも１つ
を含む。
【０１１９】
　幾つかの実施形態では、シグナリング手段４１０は位置を決定する端末１４０から位置
決定能力を受信するようにさらにする。位置決定能力は各位置決定技術を含みえ、これに
基づき端末１４０は位置導出が可能であり、位置決定技術は複数の無線アクセスネットワ
ーク１１０、１２０の異なる無線アクセスネットワークで利用可能でありうる。
【０１２０】
　幾つかの実施形態では、シグナリング手段４１０はサポートする位置決定法の事前サー
ビス品質パラメータおよび異なるアクセス技術の複数無線アクセスネットワーク１１０、
１２０の位置決定能力を検索するようにさらにする。この情報は位置決定ノード１００で
事前設定できる。
【０１２１】
　幾つかの実施形態では、端末１４０は第１の無線アクセスネットワーク１１０でキャン
プオン中である。第１の無線アクセスネットワーク１１０は各位置決定技術を含む複数の
無線アクセスネットワーク１１０、１２０に含む。これらの実施形態では、シグナリング
手段４１０は端末１４０に要求を送信し、選択した位置決定法に従い第１の無線アクセス
ネットワーク１１０で位置決定測定を実行するようにさらにしうる。要求に従い実行する
位置決定測定は無線アクセス技術間測定を含みうる。
【０１２２】
　位置決定ノード１００は、例えば図３に示すマルチＲＡＴ位置決定法選択ユニット３１
０でありうる位置決定法選択ユニット４２０をさらに含む。位置決定法選択ユニット４２
０は、異なる複数の無線アクセスネットワーク１１０、１２０、１２１および無線アクセ
ス技術またはそのいずれかの複数の位置決定法の少なくとも１つの位置決定法、または端
末１４０のユーザおよび制御プレーン位置決定法を選択するようにする。位置決定法の選
択は受信した要求の少なくとも１つのクライアントタイプおよび少なくとも１つのサービ
ス品質パラメータを根拠とする。
【０１２３】
　端末１４０の位置決定能力を受信する幾つかの実施形態では、位置決定法選択ユニット
４２０は位置決定法の選択時に端末位置決定能力をさらに根拠とするようにする。これら
の実施形態では、受信する端末位置決定能力の各位置決定能力はその位置決定能力に対す
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る無線アクセス技術およびその位置決定能力に対する測定能力またはそのいずれかを指定
できる。
【０１２４】
　サポートする位置決定法の事前サービス品質パラメータおよび異なるアクセス技術を有
する複数の無線アクセスネットワーク１１０、１２０の位置決定能力を検索する幾つかの
実施形態では、位置決定法選択ユニット４２０、３１０は位置決定法の選択時に検索事前
サービス品質パラメータおよび異なるアクセス技術を有する複数の無線アクセスネットワ
ーク１１０、１２０の位置決定能力をさらに根拠とするようにする。
【０１２５】
　端末１４０が第１の無線アクセスネットワーク１１０でキャンプオン中である幾つかの
実施形態では、探索位置情報は第１の無線アクセスネットワーク１１０からの無線アクセ
ス技術間測定により利用可能ではないが、選択した位置決定法によれば、端末１４０がキ
ャンプオン中であるものとは違う別の第２の無線アクセスネットワーク１２０からの無線
アクセス技術間測定は位置情報の検索に利用可能である。第１の無線アクセスネットワー
ク１１０および第２の無線アクセスネットワーク１２０は各位置決定技術を含む複数の無
線アクセスネットワークに含む。これらの実施形態では、位置決定ノード１００は第２の
無線アクセスネットワーク１２０への端末１４０のハンドオーバを要求するようにするハ
ンドオーバハンドラ３２０をさらに含みうる。無線アクセス技術間測定はハンドオーバを
要求せず、ハンドオーバを要求するのは無線アクセス間技術として実装しない他のＲＡＮ
での測定であることに注意されたい。
【０１２６】
　これらの実施形態では、シグナリング手段４１０は端末１４０に要求を送信するように
し、選択した位置決定法に従い第２の無線アクセスネットワーク１２０で位置決定測定を
実行する。
【０１２７】
　ハンドオーバハンドラ３２０は第２の無線アクセスネットワーク１２０から第１の無線
アクセスネットワーク１１０へ戻す端末１４０のハンドオーバを要求するようにさらにし
うる。
【０１２８】
　第１の無線アクセスネットワーク１１０から第２の無線アクセスネットワーク１２０へ
のハンドオーバはＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ、ＬＴＥまたはＣＤＭＡ２０００無線アクセスネッ
トワークの少なくとも１つから別のＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ、ＬＴＥ若しくはＣＤＭＡ２００
０無線アクセスネットワークにでありうる。

　幾つかの実施形態では、シグナリング手段４１０は端末１４０から位置決定測定結果を
受信するようにさらにする。これらの実施形態では、位置決定ノード１００は選択した位
置決定法に従い端末１４０から受信する位置決定測定結果に基づき端末１４０の位置を判
断するようにする位置判断ユニット４３０をさらに含みうる。
【０１２９】
　位置判断ユニット４３０は、ユーザプレーンおよび制御プレーンから受信する位置決定
測定結果を含む位置決定測定結果を端末１４０の結合位置へと結合することにより端末１
４０の位置を判断するようにさらにしうる。
【０１３０】
　位置判断ユニット４３０は、異なる無線アクセス技術を活用する異なる無線アクセスネ
ットワーク１１０、１２０から入手した位置決定測定結果を含む受信した位置決定測定結
果を端末１４０の結合位置へと結合することにより端末１４０の位置を判断するようにさ
らしうる。
【０１３１】
　ＬＣＳ位置要求／報告情報およびインタフェース
　上記の如く、位置に関する位置決定結果または位置測定結果の異なる各ＲＡＮ／ＲＡＴ
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からの検索に使用するインタフェースは各標準／技術に関係する以下の項目で記述するよ
うに標準インタフェースでありうる。
【０１３２】
　ＧＳＭ
　ＧＳＭでは、ＧＳＭによる高度化ＧＰＲＳ（ＥＤＧＥ）無線アクセスネットワーク（Ｇ
ＥＲＡＮ）とコアネットワーク間のＬＣＳ関係通知サービスは次に継続することができる
。
１．３ＧＰＰの基地局システムアプリケーション部（ＢＳＳＡＰ）プロトコルを使用する
２Ｇ移動交換センタ（ＭＳＣ）へのＡインタフェース、または、
２．３ＧＰＰの基地局システムＧＰＲＳ（ＢＳＳＧＰ）プロトコルを使用する２Ｇサービ
ス提供ＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）へのＧｂインタフェース、または、
３．３ＧＰＰの３ＧＭＳＣまたは３ＧＳＧＳＮへのｌｕインタフェース。
【０１３３】
　次に、ＧＥＲＡＮへのインタフェースにおけるＬＣＳ関係手順を概説することにする。
ｌｕインタフェース手順は以下のＷＣＤＭＡに関してさらに説明する。
【０１３４】
　Ａインタフェースを経る位置決定手順を示す図５に、Ａインタフェース回線交換（ＣＳ
）ドメインで使用するメッセージシーケンスを示す。
１．ＭＳＣは位置決定手順の開始をＢＳＣに要求するＢＳＳＡＰロケーション実行要求メ
ッセージを送信する。ロケーションタイプを常に含む。ロケーション要求のタイプに応じ
て、追加パラメータを含むこともでき、セルＩＤ、クラスマーク情報タイプ３、ＬＣＳク
ライアントタイプ、選択チャネル、ＬＣＳ優先度、サービス品質、アシスト型グローバル
ナビゲーション衛星システム（Ａ‐ＧＮＳＳ）支援データおよびアプリケーション・プロ
トコル・データ・ユニット（ＡＰＤＵ）を提供する。
２．ＣＳドメインに共通の位置決定手順を実行する。
３．ＢＳＣはＭＳＣにＢＳＳＡＰロケーション実行応答メッセージを送信する。ロケーシ
ョン推定、速度推定、位置決定データ、暗号解読キーまたはＬＣＳのターゲットを含みう
る。
【０１３５】
　次に、Ｇｂインタフェースを経るコアネットワーク位置決定手順の開始を概説すること
にする。Ｇｂインタフェースを経るＰＳドメインで使用するメッセージシーケンスを図６
に示す。
１．ＳＧＳＮは位置決定手順の開始を基地局サブシステム（ＢＳＳ）に要求するＢＳＳＧ
Ｐロケーション実行要求メッセージを送信する。現セルＩＤおよびＬＣＳ能力情報要素（
ＩＥ）を常に含む。ロケーション要求タイプに応じて、追加パラメータをＢＳＳＧＰロケ
ーション実行要求メッセージに含みえ、ＬＣＳクライアントタイプ、ＬＣＳ優先度、ＬＣ
Ｓサービス品質およびＡ‐ＧＮＳＳ支援データを提供する。
２．パケット交換（ＰＳ）ドメインに共通の位置決定手順を実行する。
３．ＢＳＳはＢＳＳＧＰロケーション実行応答メッセージをＳＧＳＮに送信する。最終論
理リンク制御（ＬＬＣ）プロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を端末１４０のような移動
局（ＭＳ）から受信したセルを特定する一時的論理リンクＩＤ（ＴＬＬＩ）およびＢＳＳ
ＧＰ垂直接続ＩＤ（ＢＶＣＩ）を常に含む。ロケーション推定、速度推定、位置決定デー
タ、暗号解読キーまたはＬＣＳのターゲットを含みうる。
【０１３６】
　ＣＳおよびＰＳ両手順では、ＬＣＳクライアントタイプは８つの事前規定値の１つを取
りえ、これはＷＣＤＭＡで使用するものと同一であり、以下のＷＣＤＭＡセクションでリ
ストする。サービス品質パラメータ、並びにロケーション推定報告もＷＣＤＭＡで使用す
るものと同一である。
【０１３７】
　ＧＥＲＡＮの位置決定機能を個別ノード、サービス提供移動ロケーションセンタ（ＳＭ
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ＬＣ）に一般的に実装するが、機能はＢＳＣにも所在できる。ＢＳＣとＳＭＬＣ間インタ
フェースは３ＧＰＰ指定である。
【０１３８】
　ＣＤＭＡ２０００
　図７はＩＳ‐４１インタフェースに基づくＣＤＭＡネットワークの位置決定構成を例示
する。ＩＳ‐４１標準は移動交換センタ（ＭＳＣ）、訪問先ロケーションレジスタ（ＶＬ
Ｒ）、ホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）およびその他のサービス要素の相互接続に
使用する。ＨＬＲは端末の最終登録ＭＳＣ/ＶＬＲおよびＭＰＣアドレスまたはそのいず
れかを記録し、加えて加入情報を含む。ＩＳ‐４１の機能はＧＳＭ移動アプリケーション
部（ＭＡＰ）の機能に類似である。
【０１３９】
　ロケーションサービスはＩＳ‐４１信号に基づき、移動位置センタ（ＭＰＣ）、位置判
断センタ（ＰＤＥ）、ＨＬＲ、ＭＳＣ／ＶＬＲ、などによりサポートされ、ＩＳ‐９５お
よびＣＤＭＡ端末双方をサポートする。ＩＳ９５はＣＤＭＡが発展した標準である。ＩＳ
‐９５はＣＤＭＡ２Ｇ標準であり、音声通信を主として想定する。
【０１４０】
　ＭＰＣおよび位置判断エンティティ（ＰＤＥ）はコアネットワークの２つの位置決定エ
ンティティである。ＭＰＣは位置決定ネットワーク内の位置情報を管理し、必要であれば
蓄積し、位置判断ＰＤＥを選択し、ＬＣＳクライアントのような要求エンティティに位置
推定を転送する。ホームＭＰＣは端末が加入するＭＰＣであり、一方サービス提供ＭＰＣ
はサービス提供ＭＳＣに接続する。ＭＰＣおよびＨＬＲは認可規則を設定するロケーショ
ン情報制約に従い、ＬＣＳクライアントが特定端末に位置する認可を有しているかを共に
検証する。
【０１４１】
　ＬＣＳに加入するＬＣＳクライアントはＭＰＣと相互動作し、位置決定ＱｏＳ（ＰＱｏ
Ｓ）、などのようなパラメータを含む要求に基づき１つ以上の端末位置を入手する。ＩＳ
‐４１はインタフェースとして使用することが多いが、適合する他の開放型または私設イ
ンタフェースでもありうる。
【０１４２】
　サービス要求パラメータ、例えばパラメータ化サービス品質（ＰＱｏＳ）を入力として
使用して、ＰＤＥは適する位置決定法を適用する端末の地理的位置を判断する。
【０１４３】
　サービスノード（ＳＮ）およびサービス制御ポイント（ＳＣＰ）は無線インテリジェン
トネットワークに属すエンティティであり、さらには位置ベースサービス（ＬＢＳ）をサ
ポートできる。
【０１４４】
　次のクライアントタイプカテゴリをサポートする。
・端末へのサービス提供にＬＣＳを使用する付加価値サービスＬＣＳクライアント、
・無線インテリジェントネットワークサービス、ベアラサービス、Ｏ＆Ｍ、などのサポー
トにＬＣＳを使用する無線サービスプロバイダＬＣＳクライアント、
・端末１４０のような端末の要求に応じて端末位置を特定ＬＣＳクライアントに送信する
場合の端末‐発信位置。
【０１４５】
　ＬＣＳクライアント加入プロファイルは、中でもターゲット端末リスト、端末禁止リス
ト、最大トランズアクションレート、精度を反映する適用可能ＰＱｏＳレベル範囲、応答
時間、優先度および位置情報の最大経年数を含む。ＰＱｏＳは位置推定の最低の要件を与
えるが、ＬＣＳクライアントはより低レベルがさらに受容可能かの指定を選択できる。
【０１４６】
　ＣＤＭＳ２０００ネットワークの位置決定はＩＳ‐８０１標準により規定する。位置決
定データメッセージを端末とネットワークとの間の要求および応答動作に使用し、情報の
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要求／提供／交換を行う。これらのメッセージはＣＤＭＡトラフィックチャネルまたは承
認モードのレイヤ２データバーストメッセージを使用するＣＤＭＡ制御チャネルの何れか
を経て送信する。
【０１４７】
　全ＩＰアーキテクチャに向け発展するＣＤＭＡ２０００ネットワークでは、ＡＡＡベー
スプロトコルはサービス登録およびアクセス制御ＩＳ‐４１を置き替えることにし、これ
は従って発展型位置決定構成に影響を及ぼすであろう。
【０１４８】
　ＷＣＤＭＡ
　ＵＭＴＳでは、ＵＴＲＡＮまたは（ｌｕモードの）ＧＥＲＡＮとコアネットワーク（Ｃ
Ｎ）間の通知サービスを無線アクセスネットワークアプリケーションパート（ＲＡＮＡＰ
）と呼ぶ無線ネットワークレイヤシグナリングプロトコルにより提供する。少なくとも次
のＲＡＮＡＰ機能はＬＣＳに関係する。
【０１４９】
　・ロケーション報告制御－　本機能は次のメッセージを使用してＵＴＲＡＮがＵＥの位
置を報告するモードの動作をＣＮに許容する。
ｏＣＮからＲＮＣに送信するロケーション報告制御(LOCATION REPORT CONTROL)、
　・ロケーション報告－　次のメッセージを使用してＲＮＣからＣＮへの実際のロケーシ
ョン情報の伝送に使用する機能である。
ｏロケーション報告(LOCATION REPORT)、
　・ロケーション関係データ－　本機能は端末１４０のようなＵＥに転送するブロードキ
ャスト支援データのための暗号解読キーのＲＮＣからの検索、または次のメッセージによ
る専用支援データのＵＥへの配信のＲＮＣへの要求の何れかをＣＮに許容する。
ｏロケーション関係データ要求(LOCATION RELATED DATA REQUEST)、
ｏロケーション関係データ応答(LOCATION RELATED DATA RESPONSE)、
ｏロケーション関係データ誤り(LOCATION RELATED DATA FAILURE)。
【０１５０】
　ロケーションサービス要求が、就中ＬＣＳクライアントＩＤ、ＬＣＳクライアントタイ
プおよびまた必要であればサポートする地理的形状、位置決定優先度、サービスＩＤおよ
びタイプまたはそれらの少なくともいずれか、並びに要求されたＱｏＳ情報のような属性
を含むであろうことは、３ＧＰＰＴＳ２３．２７１「ロケーションサービスに関する機能
ステージ２の説明」（Functional Stage 2 Description of Location Services）で指定
している。ＵＴＲＡＮでは、この機能はＲＡＮＡＰにより使用可能にし、従ってＬＣＳク
ライアントはＵＴＲＡＮのＲＮＣで利用可能な位置決定機能の一定のＱｏＳを要求できる
。例えば図１の無線送信ノード１４５のようなＲＮＣおよびその対応ノードＢは無線ネッ
トワークサブシステム、即ちＲＮＳと呼び、ＵＴＲＡＮには２つ以上のＲＮＳが存在でき
る。
【０１５１】
　ＷＣＤＭＡでは、本明細書の実施形態に関連する要求情報はそれ故ＲＡＮＡＰインタフ
ェースを経てＣＮから受信できる。サービス提供ＲＮＣはクライアントタイプおよび要求
されたＱｏＳに関する情報をロケーション報告制御メッセージで受信する。
【０１５２】
　クライアントタイプ情報は柔軟な方法でＬＣＳＱｏＳ識別の設定を許容するので、実際
には重要である。また、一定のＬＣＳクライアントタイプに幾つかの制約が存在できる。
例えば米国では、国内暫定標準、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ‐Ｊ‐ＳＴＤ０３６で緊急サービ
スＬＣＳクライアントのための地理的形状を最小限に「楕円点」または「不確定な円およ
び信頼度を有する楕円点」の何れかに限定する。
【０１５３】
　上記の如くＵＴＲＡＮでは、ＬＣＳクライアントタイプはロケーション報告制御メッセ
ージでＵＴＲＡＮの８つの事前規定値の１つとして通知し、その値は種々のサービスの識
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別に使用している。次のクライアントタイプ値はＵＴＲＡＮのｌｕインタフェースにより
サポートする。
・緊急サービス、
・付加価値サービス、
・公衆地上移動ネットワーク（ＰＬＭＮ）事業者のサービス、
・合法的傍受サービス、
・ＰＬＭＮ事業者のブロードキャストサービス、
・ＰＬＭＮ事業者の運用および保守サービス、
・ＰＬＭＮ事業者の匿名統計サービス、
・ＰＬＭＮ事業者のターゲットＭＳサービスサポート。
【０１５４】
　要求ＱｏＳはＲＡＮＡＰロケーション報告制御メッセージの次の情報要素により少なく
とも規定できる。
・応答時間、値：大／小、これは標準の時間に対応しない、
・１２８値に符号化された精度符号、これはデコードする場合不確定円のメートルでの半
径として解釈する。
・１２８値により符号化された垂直精度符号、これは不確定間隔のサイズとして解釈する
が、間隔が一方側か、または２方向側かは標準では不明である。
【０１５５】
　ＷＣＤＭＡで提供する報告機能はＲＡＮＡＰメッセージのロケーション報告で情報要素
として計算位置を返信する。３ＧＰＰは７つのフォーマットをサポートし、これらは３Ｇ
ＰＰの「汎用地理的エリア記述」で規定している。使用するフォーマットは使用する位置
決定法および受信エンドの報告能力に依存する。標準フォーマットは次を含む。
・ポリゴン、
・楕円体弧、
・楕円体点
・不確定円を有する楕円体点、
・不確定楕円を有する楕円体点、
・高さを有する楕円体点、
・高さおよび不確定楕円体を有する楕円体点。
【０１５６】
　ＷＣＤＭＡの位置決定機能は所謂ＳＡＳ中心およびＲＮＣ中心アーキテクチャにさらに
分割できる。ここでＳＡＳはスタンドアロンＳＭＬＣ、すなわち切り離された位置決定ノ
ードの略語である。ＳＡＳ中心アーキテクチャが本ソリューションの幾つかの実施形態に
関連するアーキテクチャであるのは、そのアーキテクチャでは、ＲＮＣの位置決定機能が
所謂ＳＡＳノードへと切り離されるからである。このノードはＧＳＭの位置決定ノード、
即ちサービス提供移動位置決定センタ（ＳＭＰＣ）およびＬＴＥ、即ち発展型ＳＭＬＣ（
Ｅ‐ＳＭＬＣ）に一般に非常に類似する。位置決定には、ＳＡＳノードはマスタの役割を
果たし、ＲＮＣはスレーブであり、測定要求および報告の中継としておよび位置測定ノー
ドとして動作する。ＳＡＳノードとＲＮＣ間に必要な通知はＰＳＡＳインタフェースを経
て実行し、これは位置情報のみの伝達専用である。
【０１５７】
　ＬＴＥ
　ＬＴＥでは、基本的発展型パケットシステム（ＥＰＳ）アーキテクチャはユーザプレー
ンの２つのノード、基地局および発展型パケットコア（ＥＰＣ）ネットワークゲートウェ
イ（ＧＷ）を含む。制御プレーン機能を実行するノード、すなわち移動性管理エンティテ
ィ（ＭＭＥ）はベアラプレーン機能を実行するノード、即ちＧＷとは分離されている。Ｅ
‐ＵＴＲＡＮとＥＰＣとの間の通知サービスはＳ１アプリケーションプロトコル（Ｓ１Ａ
Ｐ）によりＳ１インタフェースを経て提供される。無線送信ノード１４５のようなｅノー
ドＢとＭＭＥとの間のＳ１インタフェースはＳ１‐ＭＭＥと呼び、制御プレーン位置決定
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ソリューションで利用する（図８参照）。図８はＥ－ＵＴＲＡＮ制御プレーンの位置決定
アーキテクチャおよびプロトコルを示す。ＬＴＥ位置決定プロトコル補遺（ＬＰＰa）（
図８参照）は、ｅノードＢとＥ‐ＳＬＭＣとの間のプロトコルであり、これは位置決定関
連情報のＬＰＰaロケーション情報伝送手順および、ＬＣＳに特に関係しないＬＰＰa管理
手順を実施する。ＳＬインタフェースは、ＭＭＥと、インタフェースを経て動作するＬＣ
Ｓ‐アプリケーションプロトコルを有するＥ‐ＳＬＭＣとの間で標準化されている。ｅノ
ードＢとサービス提供ＧＷとの間のＳ１インタフェースはＳ１‐Ｕと呼び、ユーザプレー
ン位置決定ソリューションで利用する（図８に示さない）。
【０１５８】
　次のロケーション関連手順はＳ１ＡＰに対して規定される。
【０１５９】
　・ロケーション報告制御(LOCATION REPORTING CONTROL)。これによりＭＭＥは、無線送
信ノード１４５のようなｅノードＢに対して、以下のメッセージにより、端末１４０のよ
うなＵＥの現在ロケーションの報告を要求できる。
ｏロケーション報告制御(LOCATION REPORTING CONTROL)。
【０１６０】
　・ロケーション報告。これによりｅノードＢはＵＥの現在ロケーションを以下のメッセ
ージの使用によりＭＭＥに提供する。
ｏロケーション報告(LOCATION REPORT)。
【０１６１】
　・ロケーション報告失敗表示。これによりｅノードＢはロケーション報告制御手順が失
敗したことを以下のメッセージによりＭＭＥに通報する。
ｏロケーション報告失敗表示(LOCATION REPORT FAILURE INDICATION)。
【０１６２】
　ロケーション報告制御メッセージはｅノードＢがＭＭＥへどのように、およびどのロケ
ーション情報タイプ、例えばＣＳＧまたはＴＡＩを報告するであろうかをただ示すのみで
ある。Ｓ１ＡＰメッセージはこのように要求精度、応答時間、などに関する情報を含まな
い。Ｓ１‐ＭＭＥインタフェースを経る伝送としてＳ１ＡＰプロトコルを使用する間、こ
の情報はＬＴＥ位置決定プロトコル（ＬＰＰ）により伝送し、従ってＬＰＰメッセージは
Ｓ１‐ＭＭＥを経る透明なＰＤＵとして伝送する。
【０１６３】
　ＬＰＰはロケーションサーバとターゲットデバイス間で使用するポイント・ツー・ポイ
ント・プロトコルであり、１つ以上の参照ソースにより入手する位置関係測定結果を使用
してターゲットデバイスの位置を決定する。ＬＰＰメッセージの場合、サーバは、例えば
制御プレーンのＥ‐ＳＬＭＣまたはユーザプレーンのＳＬＰでありうるが、ターゲットは
制御およびユーザプレーンそれぞれのＳＥＴ若しくはＵＥでありえよう。ＬＰＰはＵＥと
Ｅ‐ＳＬＭＣとの間のＵｕインタフェースを経る伝送としてＲＲＣを、ｅノードＢとＥ‐
ＳＬＭＣとの間のＳ１およびＳＬインタフェースを経るＳ１ＡＰを使用する。次のトラン
ザクションがＬＰＰに対して指定されている。
・要求メッセージおよび提供メッセージのための能力伝送手順、
・要求メッセージおよび提供メッセージのための支援データ伝送手順、
・要求メッセージおよび提供メッセージのためのロケーション情報伝送（図９参照）。
図９はＵＥとＥ‐ＳＬＭＣとの間のＬＰＰロケーション情報伝送手順を示す。
【０１６４】
　図１０は、ＵＥ、ＭＭＥまたは他ＥＰＣＬＣＳエンティティによりサービスが要求され
る場合のターゲットＵＥの位置を決める、Ｅ－ＵＴＲＡＮによるロケーションサービスサ
ポート（ステップ１ａ乃至ステップ５ｃ）を示し、図１１は、ｅノードＢによりサービス
が要求される場合のターゲットＵＥの位置を決める、Ｅ－ＵＴＲＡＮによるロケーション
サービスサポート（ステップ１乃至ステップ５）を示す。
【０１６５】
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　ロケーションサービス要求ソースに依存して、手順の流れは相違しうる。ターゲットＵ
Ｅの位置を決める場合、図１０はＵＥ自体、ＭＭＥまたはある他ＥＰＣＬＣＳエンティテ
ィによりＬＣＳ要求をトリガする場合の手順を示し、一方図１１はｅノードＢによりＬＣ
Ｓサービス要求を開始する場合の手順を示す。全ての場合で、ＵＥのロケーションを入手
するため、またはＵＥへの支援データの伝送のようなある他のロケーション関連サービス
を実行するために、ロケーションセッションはＭＭＥにより引き起こされる。ＬＴＥでは
、本ソリューションの幾つかの実施形態に関連する要求情報はそれ故ＳＬインタフェース
を経てＥ‐ＳＬＭＣで受信できる。ＬＰＰおよびＬＰＰａ伝送はこの場合ＬＣＳセッショ
ンの一部としてサポートする。
【０１６６】
　ユーザプレーンでは、例えばＳＵＰＬベースのＳＵＰＬを経るＬＰＰの使用を含むソリ
ューションは汎用ユーザプレーンプロトコルスタックの一部として実施されうる。ＳＵＰ
ＬはＬＰＰまたはＳＵＰＬの上の別レイヤとして伝送する別の位置決定プロトコルにより
スタックのアプリケーションレイヤを占有する。
【０１６７】
　現標準に従いＬＣＳセッションの確立後、ＬＰＰ能力交換およびＬＰＰロケーション情
報伝送手順の過程で、即ちＬＣＳセッションの確立後、ＬＣＳＱｏＳ関連情報を検索する
。
【０１６８】
　ＬＰＰコンテキストでは、能力はＬＰＰに対し規定する種々の位置決定法、特定位置決
定法の種々の態様、例えばただ１つの位置決定法に特定しないＡ‐ＧＮＳＳおよび共通の
特徴に対する種々のタイプの支援データをサポートするターゲットまたはサーバの能力、
例えば複数のＬＰＰトランザクションを扱う能力を意味する。能力情報は、中でも方法、
速度タイプ、地理的ロケーションタイプ、などを含む。
【０１６９】
　ＬＴＥのクライアントタイプ情報は現在のＷＣＤＭＡの場合と同じである。ＬＴＥでは
、他の情報も位置決定法選択に使用できる。ロケーション情報要求の一部である関連情報
はオプションとして送信する。幾つかの実施形態の関連情報は次を含みうる。
‐ロケーションタイプ。例えば次のロケーションタイプの１つまたはそれ以上である推定
値を有するターゲットにより返送できるロケーション推定値を規定するためのブーリアン
指標列：楕円体点、不確定円を有する楕円体点、不確定楕円を有する楕円体点、ポリゴン
、高さを有する楕円体点、高さおよび不確定楕円体を有する楕円体点、または楕円体弧。
‐速度タイプ。例えば水平速度、不確定性を有するおよび有しない水平速度、不確定性を
有するおよび有しない水平および垂直速度。
ロケーション情報伝送は両方向手順である。即ちロケーション情報伝送は何れかの側から
の要求により開始でき、測定結果または推定値の何れかを要求し、許容される場合、例え
ば幾つかの測定結果の送信はターゲットからサーバへのみに関連することに注意されたい
。
【０１７０】
　ロケーション情報要求のＱｏＳ情報部は次の情報を含む。
・水平精度、例えば１２８の精度符号、１００の信頼度符号、
・垂直座標要求、例えばブーリアン、
・垂直精度、例えば１２８の精度符号、１００の信頼度符号、
・応答時間、例えば範囲｛１、１２８｝秒の値‐ロケーション情報要求の受信とロケーシ
ョン情報提供の送信との間で測定される最大応答時間、
・速度、例えばブーリアン。
【０１７１】
　ＬＣＳ位置決定法およびインタフェース
　異なる各ＲＡＮ／ＲＡＴから位置測定に関する位置決定結果の検索に使用するインタフ
ェースは下記の如く標準インタフェースでありうる。
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【０１７２】
　ＧＳＭ
　ＧＳＭでは、少なくとも次の位置関連情報に関心がありうる。
・セルＩＤ。ユーザプレーン位置決定のために利用可能であり、ＲＡＴ間測定による利用
も可能、
・検出されたセル、特にサービス提供セルの地理的範囲。位置決定ノードで設定、
・タイミング進行（ＴＡ）値。ユーザプレーン位置決定に利用可能であるが、ＲＡＴ間測
定には利用できない、後者はハンドオーバを必要とする、
・検出された隣接セルに関する信号強度。ユーザプレーン位置決定のために利用可能であ
り、ＲＡＴ間測定により利用可能、
・Ｅ‐ＯＴＤ測定結果の到着時間差。Ｅ‐ＯＴＤ位置決定法はしかし今日使用されていな
い、
・Ａ‐ＧＰＳの位置、
・Ａ‐ＧＰＳ擬似範囲測定。
注：近い将来、ＧＰＳより多くの衛星ナビゲーションシステムが利用可能になろう。３Ｇ
ＰＰはそれが生じる場合に使用する、Ａ‐ＧＮＳＳと表す統合衛星位置決定機能を定義し
ている。本明細書の実施形態はこの場合にも有効である、即ちＡ‐ＧＰＳに限定しないこ
とを強調する。
【０１７３】
　ＧＳＭのセルＩＤはセルグローバルＩＤ（ＣＧI）と表す。ＣＧＩに関係するセルの地
理的範囲は、測定結果またはあるカバー範囲予測ツールに基づき設定された情報である。
ＧＳＭのセル記述は中心点（通常基地局（ＢＳ）ロケーション）により規定する円の一部
、アンテナ方向、アンテナ開放角およびセル半径として一般に構成する。
【０１７４】
　タイミング進行（ＴＡ）値はＧＳＭスロットの時間調整に使用して、無線送信ノード１
４５のような基地局（ＢＳ）と端末１４０との間の距離を補償する量である。ＴＡは端末
とＢＳとの間の距離をおよそ１ｋｍの精度で判断でき、異なるＴＡ範囲間隔がかなり重複
するというのが産業界の共通理解である。範囲に対応する範囲はセルの地理的範囲と結合
することが多い。
【０１７５】
　隣接セル送信信号強度は、例えばハンドオーバ機能のサポートで継続して監視する。こ
の情報が特に有用であるのは、ＲＡＴ間ハンドオーバをサポートするために、ＲＡＴ間測
定をセルラ標準間で規定するからである。ＧＳＭでは、信号強度は測定結果報告メッセー
ジの測定セルリスト（ＭＣＬ）としてＲＲＬＰプロトコルを経て入手する。
【０１７６】
　システムが、例えばＡ‐ＧＰＳと到着時間差測定の少なくとも１つを含む所謂ＵＥベー
ス位置決定を動作させる場合、測定結果の収集および位置計算の双方を端末で実行する。
無線リソースＬＣＳ（ロケーション）プロトコル（ＲＲＬＰ）プロトコルを使用して、計
算位置を５つの楕円体点フォーマットの１つとしてこの場合位置決定ノードに返報する。
通常、不確定性楕円２Ｄを有する楕円体点または高さおよび不確定性楕円体３Ｄを有する
楕円体点フォーマットの１つを使用する。
【０１７７】
　システムが、例えばＡ‐ＧＰＳと到着時間差測定の少なくとも１つを含む所謂ＵＥ支援
位置決定を動作させる場合、測定結果の収集のみを端末で実行する。その場合、各検出衛
星に対し測定する擬似範囲を位置決定ノードに返報し、位置決定ノードは次いで位置計算
ステップを実行する。
【０１７８】
　ＣＤＭＡ２０００
　ＣＤＭＡ２０００では、少なくとも次の位置関係情報に関心がありうる。
・セルＩＤ、
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・ＵＥにより測定した受信－送信時間遅延、
・ＣＤＭＡ端末の緊急ロケーションに対し通信産業連盟、ＩＳ‐８０１、ＴＲ４５．５に
より標準化されたハンドセットベースの地理的位置決定技術である、高度化フォワードリ
ンク３辺測量（ＡＦＬＴ）位置決定の到着時間差の測定結果、
・測定結果の伝達、
・参照パイロットおよび測定された隣接のパイロット強度並びにパイロット位相、
・総受信電力、
・ＧＰＳの大雑把な位置、
・Ａ‐ＧＰＳの位置、
・Ａ‐ＧＰＳ（擬似範囲）測定結果
　受信－送信時間遅延は端末１４０のようなＵＥにより測定され、報告される。
【０１７９】
　時間差がＣＤＭＡパイロット信号間で端末により測定される、ここで用語ＣＤＭＡパイ
ロット信号は在圏セルのパイロット信号および隣接セルのパイロット信号を特に意味する
。参照在圏基地局座標と共に、参照セル（通常はサービス提供セル）に加えて少なくとも
２つの隣接セルは、移動デバイスのロケーション決定に最小限十分であるが、実際にはよ
り多くの測定が必要である。
【０１８０】
　測定結果の伝送は方位角および仰角情報、並びに横揺れ角を含む。
【０１８１】
　ＧＰＳの大雑把な位置は緯度および経度に対する４．５／２１９度の分解能並びに高さ
に対する５ｍの分解能でＵＥにより報告する。
【０１８２】
　位置決定特有測定結果をＩＳ‐８０１メッセージングを使用して対応インタフェースを
経て送信する。周波数間および帯域間測定結果が利用可能である。移動性に必要なため、
ＲＡＴ間測定は、セルＩＤ、信号強度および総受信電力測定にも利用可能である。移動性
信号測定は、しかし位置決定に対するよりセルのより小さなサブセットに関して一般に実
施する（本明細書で説明する全システムに有効）。
【０１８３】
　ＷＣＤＭＡ
　ＷＣＤＭＡでは、少なくとも次の位置関係情報に関心がある。
・セルＩＤ。ユーザプレーン位置決定に利用可能であり、ＲＡＴ間測定による利用も可能
、
・検出されたセル、特に在圏セルの地理的範囲。位置決定ノードで設定、
・測定された往復時間（ＲＴＴ）、および端末１４０のようなＵＥ（ＵＥ　ＲｘＴx）で
の遅延。ユーザプレーン位置決定に利用できず、ＲＡＴ間測定による利用ができない。後
者は在圏セルおよびソフトハンドオーバにおけるセルに対するハンドオーバを必要とする
（複数区間ＲＴＴ）、
・検出隣接セルに関する経路損失／信号強度。ユーザプレーン位置決定に利用可能であり
、ＲＡＴ間測定により利用可能、
・到着時間差の測定結果、即ち所謂システムフレーム番号（ＳＦＮ）‐ＳＦＮタイプ２の
測定結果。これらの測定結果を使用すると想定される対応する観測到着時間差－ダウンリ
ンリンク内アイドル期間（ＯＴＤＯＡ‐ＩＰＤＬ）位置決定法は、しかし今日実ネットワ
ークでは使用されていない、
・Ａ‐ＧＰＳ位置、
・Ａ‐ＧＰＳ（擬似範囲）測定結果
・ＵＥ位置決定のためのセルフレームの、ガリレオおよび付加的ナビゲーション衛星シス
テム（ＧＡＮＳＳ）タイミング。
【０１８４】
　セルＩＤはＷＣＤＭＡの最も基本的な位置情報である。セルＩＤに関係する地理的範囲
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は、測定結果またはあるカバー範囲予測ツールに基づき在圏無線ネットワークコントロー
ラ（ＲＮＣ）ノードにおける設定情報である。ＷＣＤＭＡのセル記述は３乃至１５の角を
有するポリゴンとして一般に構成される、ｃｆ。
【０１８５】
　ＲＴＴおよびＵＥ　ＲｘＴｘタイプ１またはタイプ２は無線送信ノード１４５のような
無線基地局（ＲＢＳ）と端末１４０との間の距離を共に規定する。現場試験はこれらの測
定が端末とＲＢＳとの間の距離を大雑把に１００ｍの精度で判断できることを示す。範囲
はセルの地理的範囲と最も頻繁に結合して所謂楕円体弧を作る、これはＷＣＤＭＡシステ
ムの標準化報告フォーマットである。ＲＴＴの測定はＲＢＳにより実行し、ｌｕｂインタ
フェースを経てサービス提供ＲＮＣに返信する。ＵＥＲｘＴｘの測定結果はＲＲＣインタ
フェースを経てサービス提供ＲＮＣに返信するＵＥの測定結果である。複数のＲＴＴ／Ｕ
ＥＲｘＴｘの測定の測定結果はソフトハンドオーバにおける基地局によっても可能である
。これは多足ＲＴＴ位置決定の使用を可能にする。
【０１８６】
　経路損失および隣接セルの送信信号強度またはそのいずれかは、例えばソフトハンドオ
ーバ機能のサポートで継続して監視する。この情報が幾つかの実施形態に特に有用である
のは、ＲＡＴ間測定をセルラ標準間で規定し、ＲＡＴ間ハンドオーバをサポートするから
である。ＷＣＤＭＡでは、経路損失および信号強度またはそのいずれかは測定結果報告メ
ッセージの一部としてＲＲＣインタフェースを経て入手する。
【０１８７】
　システムが、例えばＡ‐ＧＰＳと到着時間差測定の少なくとも１つを含む所謂ＵＥベー
ス位置決定を動作させる場合、測定結果の収集および位置計算の双方を端末で実行する。
計算位置を５つの楕円体点フォーマットの１つとして次いでＲＲＣインタフェースを経て
位置決定ノードに返報する。通常、不確定性楕円２Ｄを有する楕円体点または高さおよび
不確定性楕円体３Ｄを有する楕円体点フォーマットの１つを使用する。
【０１８８】
　システムが、例えばＡ‐ＧＰＳと到着時間差測定の少なくとも１つを含む所謂ＵＥ支援
位置決定を動作させる場合、測定結果の収集のみを端末で実行する。その場合、各検出衛
星に対し測定する擬似範囲を位置決定ノードに返報し、位置決定ノードは次いで位置計算
ステップを実行する。再度、報告はＲＲＣインタフェースを経て実行する。
【０１８９】
　ＬＴＥ
　ＬＴＥでは、少なくとも次の位置関係情報に関心がある。
【０１９０】
　・セルＩＤ。ユーザプレーン位置決定に利用可能であり、ＲＡＴ間測定による利用も可
能、
・検出セル、特にサービス提供セルの地理的範囲。位置決定ノードで設定、
・タイミング進行（ＴＡ）値。ユーザプレーン位置決定に利用可能であるが、ＲＡＴ間測
定に利用できない、後者はハンドオーバを必要とする、
・端末１４０のようなＵＥのＲｘ‐Ｔx、および無線送信ノード１４５のようなｅノード
ＢのＲｘ‐Ｔx時間差。両者はユーザプレーン位置決定に利用できるが、ＲＡＴ間測定に
より利用できない、ＲＡＴ間測定はハンドオーバを必要とする。
・Ｅ‐ＵＴＲＡＮに対し規定される到来角（ＡｏＡ）。ユーザプレーン位置決定に利用で
きるが、ＲＡＴ間測定に利用はできない、
・検出隣接セルに関する信号強度および信号品質測定。ユーザプレーン位置決定に利用可
能であり、ＲＡＴ間測定による利用も可能、
・観測到着時間差（ＯＴＤＯＡ）位置決定に使用する参照信号時間差（ＲＳＴＤ）測定。
ＯＴＤＯＡによる端末の位置決定には、２Ｄ位置決定に少なくとも２つの隣接（セル）を
参照セルに関して測定する必要がある。ユーザプレーン位置決定および周波数間測定に利
用可能であるが、ＲＡＴ間測定による利用ができないのは主としてＲＡＴ間測定支援デー
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タが利用できないからであり、そうでなければ、測定中断構成が必要であろうが、ハンド
オーバは不要であろう、
・Ａ‐ＧＮＳＳ位置、
・Ａ‐ＧＮＳＳ位置測定結果は、以下でより詳細に説明するＵＥＡ‐ＧＮＳＳタイミング
および符号測定並びにＥ‐ＵＴＲＡＮＧＮＳＳタイミング測定により与えられる。
【０１９１】
　‐ＵＥの位置決定セルフレームＵＥＧＮＳＳタイミング（ＴＵＥ‐ＧＮＳＳ）は所与の
ＧＮＳＳ、例えばＧＰＳ／ガリレオ／グロナスシステムのＬＴＥセルラシステムセルに関
して規定される。これはセルｊとＧＮＳＳＳ特定参照時間、例えば所与のＧＮＳＳシステ
ム時間との間のタイミングである。より詳細には、ＴＵＥ‐ＧＮＳＳは所与のＧＮＳＳＩ
ＤのＧＮＳＳ時間に従い特定Ｅ‐ＵＴＲＡＮイベントの発生時間として規定する。特定Ｅ
‐ＵＴＲＡＮイベントはセルｊのセル特定参照信号時間における第１の検出経路のそのＳ
ＦＮにより特定する特定フレームの始まりであり、セルｊはＵＥにより選択されるセルで
ある。
‐ＵＥＧＮＳＳ符号測定結果はＵＥ支援ＧＮＳＳ位置決定に使用できる。これはＧＮＳＳ
符号位相整数であり、かつ第ｉ番目のＧＮＳＳの衛星信号拡散符号の端数部である。
‐ＵＥの位置決定セルフレームＥ‐ＴＲＡＮＧＮＳＳタイミング（ＴＥ‐ＵＴＲＡＮ‐Ｇ

ＮＳＳ）は所与のＧＮＳＳ、例えばＧＰＳ／ガリレオ／グロナスシステム時間のＧＮＳＳ
Ｓ特定参照時間に従い特定ＬＴＥイベントの発生時間として規定される。特定ＬＴＥイベ
ントはセルのそのＳＦＮにより特定する特定フレーム送信の始まりである。
【０１９２】
　セルＩＤはＬＴＥの最も基本的な位置情報である。セルＩＤに関係する地理的範囲は測
定結果またはあるカバー範囲予測ツールに基づき設定されるＥ‐ＳＬＭＣノードにおける
設定情報である。セル記述は３乃至１５の角を有するポリゴンとして一般に構成される。
【０１９３】
　タイミング進行（ＴＡ）は幾らかＧＳＭに類似の時間調整に使用する量である。ＴＡは
ｅノードＢと端末との間の距離に依存する。ＴＡは端末とｅノードＢとの間の距離を大雑
把に１００ｍの精度で判断できるというのが産業界の共通理解である。範囲はセルの地理
的範囲と最も頻繁に結合する。
【０１９４】
　経路損失および隣接セルの送信信号強度またはそのいずれかは、例えばソフトハンドオ
ーバ機能のサポートで継続して監視する。周波数内並びに周波数間ＲＲＣ_アイドルおよ
びＲＲＣ_接続状態双方に適用可能である。信号品質測定も継続して監視するが、周波数
内並びに周波数間ＲＲＣ_接続状態にある場合にのみ適用可能である。信号強度および信
号品質情報が幾つかの実施形態に特に有用であるのは、ＲＡＴ間測定をセルラ標準間で規
定し、ＲＡＴ間ハンドオーバをサポートするからである。ＬＴＥでは、経路損失および信
号強度および信号品質またはその少なくともいずれかは、移動性を考える場合、測定結果
報告メッセージの一部としてＲＲＣインタフェースを経て入手する。位置決定に対して、
これらの測定結果はＥ‐ＣＩＤ測定結果メッセージの一部としてＬＰＰまたはＬＰＰａプ
ロトコルにより入手できる。
【０１９５】
　測定および参照セル間の到着時間差として規定する参照信号時間差（ＲＳＴＤ）の測定
はダウンリンク参照信号のタイミング差測定に基づく位置決定法であるＯＴＤＯＡをサポ
ートするため特に導入された。ＲＳＴＤ測定結果は端末から位置決定ノードにＬＰＰプロ
トコルにより測定結果報告メッセージで配信する。周波数間ＲＳＴＤ測定は周波数間測定
中断中に行いうる。ＲＳＴＤ測定はＵＴＲＡＮに対し標準化したＳＦＮ対ＳＦＮタイプ２
差分測定に類似するが、ＲＳＴＤ測定はこれまでＲＡＴ間測定に対し規定していない。
【０１９６】
　システムが、例えばＡ‐ＧＰＳと到着時間差測定の少なくとも１つを含む所謂ＵＥベー
ス位置決定を動作させる場合、測定結果の収集および位置計算の双方を端末で実行する。
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計算位置を５つの楕円体点フォーマットの１つとしてＬＰＰプロトコルにより次いで位置
決定ノードに返報する。通常、不確定性楕円２Ｄを有する楕円体点または高さおよび不確
定性楕円体３Ｄを有する楕円体点フォーマットの１つを使用する。
【０１９７】
　システムが、例えばＡ‐ＧＰＳと到着時間差測定の少なくとも１つを含む所謂ＵＥ支援
位置決定を動作させる場合、測定結果の収集のみを端末で実行する。その場合、各検出衛
星に対し測定擬似範囲を位置決定ノードに返報し、位置決定ノードは次いで位置計算ステ
ップを実行する。再度、報告はＬＰＰプロトコルを経て実行する。
【０１９８】
　ＬＣＳＱｏＳ評価
　セルラシステムに関係なく、ＱｏＳ評価は以下により運用できる。
・応答時間が要求された応答時間を下回るかのチェック、
・各位置決定法から結果として生じる地理的フォーマットのエリア計算および要求された
水平精度符号により与えられる半径を有する円のエリアとの比較、
・各位置決定法から結果として生じる垂直不正確性サイズの計算／検査および例えばＲＡ
ＮＡＰを経て、即ちＵＴＲＡＮインタフェースで受信した垂直精度符号により与えられる
ような要求垂直スカラ精度との比較。
利用可能であり、異なるＲＡＴで使用するＱｏＳ情報は変化しうる。上の説明を参照され
たい。
【０１９９】
　制御プレーンおよびユーザプレーン位置決定
　上の考察は所謂制御プレーン位置決定に焦点を当てた。しかしながら並行して、ユーザ
プレーン位置決定を開発した。その技術は端末１４０と位置決定ノード１００間のデータ
リンクを使用し、データリンクは端末と位置決定ノードとの間のデータリンク送信を管理
するノードに透明である。ユーザプレーン位置決定は位置決定ノードと端末間制御プレー
ン信号を本質的にエミュレートし、それによりＲＡＮにおける位置決定機能の必要を排除
する。
【０２００】
　とはいえ、実際、位置決定ノード１００は端末１４０で利用可能な位置決定関係情報を
活用できるに過ぎない、即ちＲＡＮ、例えばＰＲＳを抑える構成のような基地局でのみ利
用可能な位置決定関係情報の使用は一般に可能でないということにおいて、ユーザプレー
ン位置決定の立場にはかなりの制約がある。後者の情報タイプ例は、例えばＷＣＤＭＡの
ＲＴＴのような時間測定結果を含む。ＬＴＥでは、ユーザプレーン位置決定サーバ（ＳＬ
Ｐ）はＳＰＣを介してＥ‐ＳＬＭＣと自由に通信でき、これはＬＰＰａによりＥ‐ＳＬＭ
Ｃに配信した支援データをＳＬＰに伝送でき、ＳＵＰＬを経てＬＰＰによりＵＥに配信す
ることを意味する。しかしながら、ＬＰＰａにより配信できる情報になお制約があり、原
則として、ユーザプレーン位置決定と共にするＬＰＰａの使用は可能であるが、常には好
ましいソリューションではない。実際、本明細書の実施形態がこれらの制約を緩和するの
は、あるＲＡＮ／ＲＡＴにおけるユーザプレーン位置決定は別のＲＡＮ／ＲＡＴで実行す
る制御プレーン測定により補いうるからである。
【０２０１】
　幾つかの実施形態による端末１４０の位置決定を扱う端末１４０における方法に関係す
る本ソリューションを図１２に示すフローチャートを参照して次に説明することにする。
端末１４０は位置決定測定の実行のため異なるアクセス技術を有する複数の無線アクセス
ネットワーク１１０、１２０、１２１にアクセスするようにする。上記の如く、端末１４
０は第１の無線アクセスネットワーク１１０においてキャンプオン中である。第１の無線
アクセスネットワーク１１０は各位置決定技術を含む複数の無線アクセスネットワーク１
１０、１２０，１２１に含む。本方法は次のステップを含み、これらのステップは以下で
説明するものとは別の適する順序でも同様に実行できる。
【０２０２】
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　ステップ１２０１
　これはオプションのステップである。幾つかの実施形態では、端末１４０は位置決定ノ
ード１００に能力を送信する。能力は端末１４０が測定を実行可能な各位置決定技術に関
係する能力を含みうる。位置決定技術は複数の無線アクセスネットワーク１１０、１２０
の異なる無線アクセスネットワークで利用可能でありうる。
【０２０３】
　ステップ１２０２
　端末１４０は位置決定法に従う、一方無線アクセス技術間測定法を含む位置決定測定の
実行要求を位置決定ノード１００から受信する。
【０２０４】
　ステップ１２０３
　これはオプションのステップである。幾つかの実施形態では、端末１４０は測定実行の
ため第２の無線アクセスネットワーク１２０への端末１４０のハンドオーバを実行する。
幾つかの実施形態では、これは位置決定ノード１００から要求を受信して実行する。
【０２０５】
　ステップ１２０４
　端末１４０は少なくとも第２の無線ネットワーク１２０で位置決定測定を実行する。
【０２０６】
　幾つかの実施形態では、第２の無線ネットワーク１２０における測定はＧＳＭ、ＷＣＤ
ＭＡ、ＬＴＥまたはＣＤＭＡ２０００無線アクセスネットワークの少なくとも１つにおけ
る測定を含む。
【０２０７】
　ステップ１２０５
　端末１４０は第２の無線ネットワーク１２０で実行する測定結果を少なくとも含む位置
決定測定結果を位置決定ノード１００に送信する。
【０２０８】
　ステップ１２０６
　これはオプションのステップである。幾つかの実施形態では、位置決定測定を実行後、
端末１４０は第２の無線アクセスネットワーク１２０から第１の無線アクセスネットワー
ク１１０へ戻す端末１４０のハンドオーバを実行する。
【０２０９】
　端末１４０の位置決定を扱う上の方法ステップを実行し、位置決定法の選択のため、位
置決定ノード１００は図１３に示す装置を含む。上記の如く、端末１４０は位置決定測定
実行のため異なるアクセス技術を有する複数の無線アクセスネットワーク１１０、１２０
、１２１にアクセスするようにする。端末１４０は第１の無線アクセスネットワーク１１
０においてキャンプオン中である。第１の無線アクセスネットワーク１１０は各位置決定
技術を含む複数の無線アクセスネットワーク１１０、１２０，１２１に含む。
【０２１０】
　端末１４０は位置決定法に従う、一方無線アクセス技術間測定法を含む位置決定測定の
実行要求を位置決定ノード１００から受信するようにする受信機１３００を含む。
【０２１１】
　端末１４０は位置決定測定を少なくとも第２の無線ネットワーク１２０において実行す
るようにするプロセッサ１３１０をさらに含む。
【０２１２】
　端末１４０は第２の無線ネットワーク１２０で実行する測定結果を少なくとも含む位置
決定測定結果を位置決定ノード１００に送信するようにする送信機１３２０をさらに含む
。これは端末１４０の位置判断を位置決定ノード１００に可能にする。
【０２１３】
　本ソリューションの機能実行のためコンピュータプログラムコードと共に位置決定ノー
ド１００のプロセッサ４４０および端末１４０のプロセッサ１３１０のような１つ以上の
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００または端末１４０にロードする場合、本ソリューションを実行するコンピュータプロ
グラムコードを携える例えばデータ担体形式のコンピュータプログラムとして、上記プロ
グラムコードを提供することもできる。１つのそのような担体はＣＤＲＯＭディスク形式
にありうる。とはいえ、担体はメモリスティックのような他データ担体によっても実行可
能である。コンピュータプログラムコードはサーバ上の純粋なプログラムコードとしてさ
らにその上提供し、位置決定ノード１００または端末１４０にダウンロードできる。
【０２１４】
　本発明の開示する例示的実施形態の修正および他の実施形態は先の説明および関連図面
で提示する教示の利益にあずかる当業者には思い浮かぶであろう。それ故、説明したソリ
ューション（単数または複数）は開示した特定の実施形態に限定しないこと、および修正
並びに他の実施形態は本開示の範囲内に含むと考えることを理解すべきである。本明細書
で特定の用語を使用できるが、それらの用語の使用は一般的で、説明の意味のみであり、
制限するためではない。
【０２１５】
　略語
　Ａ‐ＧＮＳＳ　　アシスト型グローバルナビゲーション衛星システム
　ＣＮ　　　　　　コアネットワーク
　Ｅ‐ＵＴＲＡＮ　発展型ＵＴＲＡＮ
　ＥＰＣ　　　　　発展型パケットコア
　ＥＰＳ　　　　　発展型パケットシステム
　Ｅ‐ＳＬＭＣ　　発展型サービス提供移動ロケーションセンタ
　ＩＥ　　　　　　情報要素
　ＬＢＳ　　　　　ロケーションベースサービス
　ＬＣＳ　　　　　ロケーションサービス
　ＬＣＳ‐ＡＰ　　ＬＣＳアプリケーションプロトコル
　ＬＰＰ　　　　　ＬＴＥ位置決定プロトコル
　ＬＰＰa　　　　 ＬＴＥ位置決定プロトコル付属書
　ＬＴＥ　　　　　ロングタームエボリューション
　ＭＭＥ　　　　　移動性管理エンティティ
　ＮＡＳ　　　　　非アクセス階層
　ＯＴＤＯＡ　　　観測した到着時間差
　ＰＤＵ　　　　　プロトコルデータユニット
　ＱｏＳ　　　　　サービス品質
　ＲＡＮＡＰ　　　無線アクセスネットワークアプリケーション部
　ＲＮＣ　　　　　無線ネットワークコントローラ
　ＲＮＳ　　　　　無線ネットワークサブシステム
　ＲＲＣ　　　　　無線リソース制御
　Ｓ１ＡＰ　　　　Ｓ１アプリケーションプロトコル
　ＳＥＴ　　　　　ＳＵＰＬ使用可能端末
　ＳＬＰ　　　　　ＳＵＰＬロケーションプラットフォーム
　ＳＵＰＬ　　　　安全なユーザプレーンロケーション
　ＴＡＩ　　　　　追跡エリアＩＤ
　ＵＥ　　　　　　ユーザ装置
　ＵＭＴＳ　　　　汎用移動通信システム
　ＵＴＲＡ　　　　ＵＭＴＳ地上無線アクセス
　ＵＴＲＡＮ　　　ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク
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【手続補正書】
【提出日】平成23年11月30日(2011.11.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　位置決定サービス、ＬＣＳおよびロケーションベースサービス（ＬＢＳ）はセルラ事業
者に益々重要になりつつある。現在、スマートフォンの導入は種々のサービスに対する位
置決定要求に関し性能の最適化を事業者に要求するであろう新サービスの可能性を提供す
る。
　「グループアクセスネットワーク；ＵＴＲＡＮ　ｌｕ　インターフェース無線アクセス
ネットワークアプリケーションパート（ＲＡＮＡＰ）シングナリング（リリース９）」（
２００９－１２－１７）とのタイトルが付された３ＧＰＰ　ＴＳ　２５．４１３（Ｒｅｌ
．９）は、単一ＲＡＴシステムを開示する従来技術文献であり、ロケーション手続制御手
続が記載されている。
　さらに、従来技術文献米国特許出願公開２００９／２８６５５２号明細書は、２乃至そ
れ以上のセルラネットワークにおける位置決定方法を開示している。Ｄ１においては、Ｕ
Ｅの位置の推定のために傾度が利用される。しかし、Ｄ１では、ＵＥの位置を決定する際
に、クライアントタイプ情報およびＱｏＳパラメータまたはそのいずれかを考慮していな
い。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２１４
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２１４】
　本発明の開示する例示的実施形態の修正および他の実施形態は先の説明および関連図面
で提示する教示の利益にあずかる当業者には思い浮かぶであろう。本明細書で特定の用語
を使用できるが、それらの用語の使用は一般的で、説明の意味のみであり、制限するため
ではない。
【手続補正書】
【提出日】平成24年4月4日(2012.4.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置決定ノード（１００）における位置決定法の選択方法であって、前記位置決定ノー
ド（１００）は異なるアクセス技術を有する複数の無線アクセスネットワーク（１１０、
１２０、１２１）および複数のコアネットワークに接続し、
　要求ノード（１３０）からの端末（１４０）の位置決定要求であって、複数のクライア
ントタイプの少なくとも１つ、および複数のサービス品質パラメータの少なくとも１つを
含む前記要求を受信する受信ステップ（２０１）と、
　前記異なる複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０、１２１）および前記端
末（１４０）の位置決定無線アクセス技術またはそのいずれかの複数の位置決定法の中か
ら位置決定法を選択する選択ステップであって、前記位置決定法の選択が、前記要求で受
信した前記少なくとも１つのクライアントタイプおよび前記複数のサービス品質パラメー
タの少なくとも１つに基づいている選択ステップ（２０４）と、
　前記端末（１４０）からの位置決定測定結果を受信する受信ステップ（２０８）と、
　前記選択した位置決定法に従い、前記端末（１４０）から受信した位置決定測定結果に
基づく前記端末（１４０）位置を決定する決定ステップ（２１０）と
を含み、
　前記決定ステップ（２１０）が、異なる無線アクセス技術を活用し、異なる無線アクセ
スネットワーク（１１０、１２０）から入手した位置決定測定結果を含む受信位置決定測
定結果を前記端末（１４０）結合位置へ結合する結合ステップを含むことを特徴とする方
法。
【請求項２】
　位置が決定される前記端末（１４０）からの位置決定能力を受信する受信ステップをさ
らに含み、前記位置決定能力はそれぞれの位置決定技術を含み、前記端末（１４０）は、
前記複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０）の異なる無線アクセスネットワ
ークで利用可能な前記位置決定技術に基づいて前記位置の導出が可能であり、
　前記位置決定法の選択の根拠がさらに受信した前記端末の位置決定能力であることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　受信した前記端末の位置決定能力の各位置決定能力が、前記位置決定能力に対する無線
アクセス技術および前記前記位置決定能力に対する前記測定能力またはそのいずれかを指
定することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　サポートする位置決定法の事前サービス品質パラメータ、および異なるアクセス技術を
有する前記複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０）の位置決定能力を検索す
る検索ステップをさらに含み、
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　前記位置決定法の選択がさらに、検索された事前サービス品質パラメータ、および異な
るアクセス技術を有する前記複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０）の位置
決定能力に基づくことを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記端末（１４０）が第１の無線アクセスネットワーク（１１０）でキャンプオン中で
あり、前記第１の無線アクセスネットワーク（１１０）は前記各位置決定技術を含む前記
複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０）に含まれ、
　前記選択した位置決定法に従い前記第１の無線アクセスネットワーク（１１０）におけ
る位置決定測定の実行要求を前記端末（１４０）へ送信する送信ステップ（２０５）をさ
らに含むことを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記要求に従い実行される前記位置決定測定法が無線アクセス技術間測定法を含むこと
を特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記端末（１４０）が第１の無線アクセスネットワーク（１１０）でキャンプオン中で
あり、前記選択した位置決定法に従い、前記端末（１４０）がキャンプオン中である前記
第１の無線アクセスネットワークとは別の第２の無線アクセスネットワーク（１２０）の
測定結果が位置情報の検索に利用可能であり、第１の無線アクセスネットワーク（１１０
）および第２の無線アクセスネットワーク（１２０）は前記各位置決定技術を含む前記複
数の無線アクセスネットワークに含まれ、
　前記選択した位置決定法に従い、前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）にお
ける位置決定測定の実行要求を前記端末（１４０）へ送信する送信ステップ（２０７）を
さらに含むことを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）における前記位置決定測定の実行のた
め前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）への前記端末（１４０）のハンドオー
バを要求する要求ステップ（２０６）をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載の方
法。
【請求項９】
　前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）から前記第１の無線アクセスネットワ
ーク（１１０）へ戻す前記端末（１４０）のハンドオーバ要求ステップ（２０９）
をさらに含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の無線アクセスネットワーク（１１０）から前記第２の無線アクセスネットワ
ーク（１２０）への前記ハンドオーバが、ＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ、ＬＴＥまたはＣＤＭＡ２
０００無線アクセスネットワークの少なくとも１つから別のＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ、ＬＴＥ
若しくはＣＤＭＡ２０００無線アクセスネットワークにであることを特徴とする請求項８
または請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記位置決定測定結果を送信する送信ステップをさらに含み、
前記測定結果の送信前に前記位置決定測定結果を汎用測定結果報告フォーマットに変換し
、前記汎用報告フォーマットが異なるアクセス技術を有する前記複数の無線アクセスネッ
トワーク（１１０、１２０、１２１）の１つのみを含む位置決定測定結果報告に使用する
ものと異なるフォーマットを含むことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記判断ステップ（２１０）が、ユーザプレーンおよび制御プレーンからの位置決定測
定結果を含む受信位置決定測定結果を前記端末（１４０）結合位置へ結合する結合ステッ
プを含むことを特徴とする請求項１０または請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　位置決定法選択した位置決定ノード（１００）であって、前記位置決定ノード（１００
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）が異なるアクセス技術を有する複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０、１
２１）および複数のコアネットワークに接続し、
　要求ノード（１３０）からの端末（１４０）の位置決定要求であって、複数のクライア
ントタイプの少なくとも１つ、および複数のサービス品質パラメータの少なくとも１つを
含む前記要求を受信するシグナリング手段（４１０）と、
　前記異なる複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０、１２１）および前記端
末（１４０）の位置決定無線アクセス技術またはそのいずれかの複数の位置決定法の中か
ら位置決定法を選択する位置決定法選択ユニットであって、前記位置決定法の選択が、前
記要求で受信した前記少なくとも１つのクライアントタイプおよび前記少なくとも１つの
前記サービス品質パラメータに基づいている、位置決定法選択ユニット（４２０、３１０
）と
を含み、
　前記シグナリング手段（４１０）は、前記端末（１４０）からの位置決定測定結果を受
信し、
　前記選択した位置決定法に従い、前記端末（１４０）から受信した位置決定測定結果に
基づく前記端末（１４０）位置の位置決定手段（４３０）と
を含み、
　前記位置決定手段（４３０）が、異なる無線アクセス技術を活用し、異なる無線アクセ
スネットワーク（１１０、１２０）から入手した位置決定測定結果を含む受信位置決定測
定結果を前記端末（１４０）結合位置へ結合することを特徴とする位置決定ノード。
【請求項１４】
　前記シグナリング手段（４１０）がさらに、位置が決定される前記端末（１４０）から
位置決定能力を受信し、前記位置決定能力はそれぞれの位置決定技術を含み、前記端末（
１４０）は、前記複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０）の異なる無線アク
セスネットワークで利用可能な前記位置決定技術に基づいて前記位置の導出が可能であり
、
　前記位置決定法選択ユニット（４２０、３１０）がさらに、位置決定法を選択する場合
に、前記受信端末の位置決定能力に基づくことを特徴とする請求項１３に記載の位置決定
ノード。
【請求項１５】
　前記端末（１４０）が第１の無線アクセスネットワーク（１１０）でキャンプオン中で
あり、前記選択した位置決定法に従い、前記端末（１４０）がキャンプオン中である前記
第１の無線アクセスネットワークとは別の第２の無線アクセスネットワーク（１２０）か
らの測定結果が位置情報の検索に利用可能であり、前記第１の無線アクセスネットワーク
（１１０）および第２の無線アクセスネットワーク（１２０）は前記各位置決定技術を含
む前記複数の無線アクセスネットワークに含まれ、前記シグナリング手段（４１０）が前
記選択した位置決定法に従い、前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）における
位置決定の測定実行要求を前記端末（１４０）に送信することを特徴とする請求項１３ま
たは請求項１４に記載の位置決定ノード。
【請求項１６】
　前記位置決定ノード（１００）が、前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）に
おける前記位置決定測定の実行のため前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）へ
の前記端末（１４０）のハンドオーバを要求するハンドオーバハンドラ（３２０）をさら
に含むことを特徴とする請求項１５に記載の位置決定ノード。
【請求項１７】
　端末（１４０）の位置決定を扱う前記端末（１４０）における方法であって、前記端末
（１４０）は位置決定測定の実行のため異なるアクセス技術を有する複数の無線アクセス
ネットワーク（１１０、１２０、１２１）にアクセスし、前記端末（１４０）は第１の無
線アクセスネットワーク（１１０）でキャンプオン中であり、前記第１の無線アクセスネ
ットワーク（１１０）は前記各位置決定技術を含む前記複数の無線アクセスネットワーク
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（１１０、１２０、１２１）に含まれ、前記複数の無線アクセスネットワークは第２の無
線アクセスネットワーク（１２０）をさらに含み、
　位置決定法に従って位置決定測定を実行する一方、無線アクセス技術間測定を引き起こ
す要求を、位置決定ノード（１００）から受信する受信ステップ（１２０２）と、
　少なくとも前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）における位置決定測定を実
行する実行ステップ（１２０４）と、
　前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）で実行される少なくとも前記測定結果
を含む前記位置決定測定結果を前記位置決定ノード（１００）へ送信する送信ステップで
あって、前記端末（１４０）の前記位置決定を前記位置決定ノード（１００）に可能にす
る送信ステップ（１２０５）と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　前記測定実行のため、前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）への前記端末（
１４０）のハンドオーバを実行する実行ステップ（１２０３）と、
　前記位置決定測定の実行後、前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）から前記
第１の無線アクセスネットワーク（１１０）へ戻す前記端末（１４０）のハンドオーバを
実行する実行ステップ（１２０６）と
をさらに含むことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記位置決定ノード（１００）への能力の送信ステップであって、前記能力が、前記端
末（１４０）が測定を実行可能な前記各位置決定技術に関連する能力を含む送信ステップ
（１２０１）をさらに含み、
　前記位置決定技術が前記複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１２０）の異なる
無線アクセスネットワークで利用可能であることを特徴とする請求項１７または請求項１
８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）における前記測定結果が、ＧＳＭ、Ｗ
ＣＤＭＡ、ＬＴＳまたはＣＤＭＡ２０００無線アクセスネットワークの少なくとも１つに
おける測定結果を含むことを特徴とする請求項１７乃至請求項１９の何れか一項に記載の
方法。
【請求項２１】
　端末（１４０）の位置決定を扱う前記端末（１４０）であって、前記端末（１４０）は
位置決定測定の実行のため異なるアクセス技術を有する複数の無線アクセスネットワーク
（１１０、１２０、１２１）にアクセスし、前記端末（１４０）は第１の無線アクセスネ
ットワーク（１１０）でキャンプオン中であり、前記第１の無線アクセスネットワーク（
１１０）は前記各位置決定技術を含む前記複数の無線アクセスネットワーク（１１０、１
２０、１２１）に含まれ、前記複数の無線アクセスネットワークは第２の無線アクセスネ
ットワーク（１２０）をさらに含み、
　位置決定法に従って位置決定測定を実行する一方、無線アクセス技術間測定を引き起こ
す要求を位置決定ノード（１００）から受信する受信機（１３００）と、
　少なくとも前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）で前記位置決定測定を実行
するプロセッサ（１３１０）と、
　前記位置決定測定結果であって、前記第２の無線アクセスネットワーク（１２０）で実
行される少なくとも前記測定結果を含み、前記端末（１４０）の前記位置判断を前記位置
決定ノード（１００）に可能にする前記位置決定測定結果を前記位置決定ノード（１００
）に送信する送信機（１３２０）と
を含むことを特徴とする端末。
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