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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワークにおける緊急呼出しをサポートする方法であって、
　第１のネットワークエンティティにおいて、ＦＡＰ（フェムトアクセスポイント）をア
クセスする移動局が緊急呼を発信するように、第１のメッセージを受信することと、
　前記ＦＡＰから受信する前記緊急呼に含まれ、前記ＦＡＰと重なり合うカバレッジを有
するマクロセルのマクロセル識別情報（ＩＤ）に基づく、マクロＭＳＣ（移動体交換局）
ＩＤを取得することと、
　前記緊急呼に対する緊急センタを選択するべく、前記第１のネットワークエンティティ
から第２のネットワークエンティティへ第２のメッセージを送信することであって、前記
第２のメッセージは前記マクロＭＳＣＩＤ、及び前記ＦＡＰの位置に基づく前記マクロセ
ルＩＤを備える、前記送信すること
を備える方法。
【請求項２】
　前記ＦＡＰの初期化中に前記ＦＡＰの位置を判定することをさらに備える請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記ＦＡＰの初期化中にＰＤＥ（位置算出エンティティ）と通信して、前記ＦＡＰに関
する位置推定を取得することをさらに備え、前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、前記位
置推定を備える請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記マクロセルＩＤは、前記ＦＡＰにおいて強い受信信号を有する、または前記ＦＡＰ
と重なり合うカバレッジを有するマクロセルに関する請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２のネットワークエンティティから前記ＦＡＰの位置を求める要求を受信するこ
とをさらに備え、前記位置情報は、前記要求に応答して前記第１のネットワークエンティ
ティによって送信される請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＦＡＰに関する前記位置は、前記移動局に関する位置推定として使用され、さらに
要求される場合、前記緊急センタに供給される請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のネットワークエンティティは前記ＦＡＰであり、前記第２のネットワークエ
ンティティはＭＡＰ（モバイルアプリケーションパート）ＭＦＩＦ（フェムト相互動作機
能）である請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のネットワークエンティティはＭＡＰ（モバイルアプリケーションパート）Ｍ
ＦＩＦ（フェムト相互動作機能）であり、前記第２のネットワークエンティティはＭＰＣ
（移動体測位センタ）である請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＦＡＰに関する位置推定を取得するようにＰＤＥ（位置算出エンティティ）と通信
することをさらに備え、前記ＦＡＰに関する前記位置推定は、前記移動局に関する位置推
定として使用され、さらに要求される場合、前記緊急センタに供給される請求項１に記載
の方法。
【請求項１０】
　前記ＰＤＥと前記通信することは、前記ＰＤＥと前記ＦＡＰの間でＩＳ－８０１セッシ
ョンを確立することを備え、前記ＦＡＰに関する前記位置推定は、前記ＩＳ－８０１セッ
ションの結果、獲得される請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記緊急呼出しが発信された後、前記移動局に関する位置推定を取得するように前記移
動局とＰＤＥ（位置算出エンティティ）の間で交換されるメッセージを転送することをさ
らに備え、前記移動局に関する前記位置推定は、要求される場合、前記緊急センタに供給
される請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　無線通信ネットワークにおける緊急呼出しをサポートする装置であって、
　ＦＡＰ（フェムトアクセスポイント）をアクセスする移動局が緊急呼を発信するように
、第１のメッセージを受信するための手段と、
　前記ＦＡＰから受信する前記緊急呼に含まれ、前記ＦＡＰと重なり合うカバレッジを有
するマクロセルのマクロセル識別情報（ＩＤ）に基づく、マクロＭＳＣ（移動体交換局）
ＩＤを取得するための手段と、
　前記緊急呼に対する緊急センタを選択するべく、前記第１のメッセージを受信すること
に応答してネットワークエンティティへ第２のメッセージを送信するための手段であって
、前記第２のメッセージは前記マクロＭＳＣＩＤ、及び前記ＦＡＰの位置に基づく前記マ
クロセルＩＤを備える、前記送信するための手段と
を備える装置。
【請求項１３】
　前記ＦＡＰの初期化中に前記ＦＡＰの位置を判定するための手段をさらに備える請求項
１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ＦＡＰの初期化中にＰＤＥ（位置算出エンティティ）と通信して、前記ＦＡＰに関
する位置推定を取得するための手段をさらに備え、前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、
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前記位置推定を備える請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記マクロセルＩＤは、前記ＦＡＰにおいて強い受信信号を有する、または前記ＦＡＰ
と重なり合うカバレッジを有するマクロセルに関する請求項１２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ネットワークエンティティから前記ＦＡＰの位置を求める要求を受信するための手
段をさらに備え、前記送信するための手段は、前記要求を受信することに応答して前記Ｆ
ＡＰの位置情報を送信する請求項１２に記載の装置。
【請求項１７】
　前記送信するための手段は、ＦＡＰに関する前記位置情報を、前記移動局に関する位置
推定として使用し、さらに要求される場合、前記緊急センタに前記ＦＡＰの位置情報を送
信する請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記装置はは前記ＦＡＰであり、前記ネットワークエンティティはＭＡＰ（モバイルア
プリケーションパート）ＭＦＩＦ（フェムト相互動作機能）である請求項１２に記載の装
置。
【請求項１９】
　前記装置はＭＡＰ（モバイルアプリケーションパート）ＭＦＩＦ（フェムト相互動作機
能）であり、前記ネットワークエンティティはＭＰＣ（移動体測位センタ）である請求項
１２に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ＦＡＰに関する位置推定を取得するようにＰＤＥ（位置算出エンティティ）と通信
するための手段をさらに備え、前記送信するための手段は、ＦＡＰに関する前記位置推定
を、前記移動局に関する位置推定として使用し、さらに要求される場合、前記緊急センタ
へ前記ＦＡＰに関する前記位置推定を送信する請求項１２に記載の装置。
【請求項２１】
　前記前記通信するための手段は、前記ＰＤＥと前記ＦＡＰの間でＩＳ－８０１セッショ
ンを確立し、前記ＦＡＰに関する前記位置推定を、前記ＩＳ－８０１セッションの結果と
して、取得する請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記緊急呼出しが発信された後、前記移動局に関する位置推定を取得するように前記移
動局とＰＤＥ（位置算出エンティティ）の間で交換されるメッセージを転送するための手
段をさらに備え、前記送信するための手段は、要求される場合、前記緊急センタに前記移
動局に関する前記位置推定を送信する請求項１２に記載の装置。
【請求項２３】
　無線通信ネットワークにおける緊急呼出しをサポートするコンピュータが実行する指示
を備えるプロセッサ可読記憶媒体であって、前記コンピュータが、
　ＦＡＰ（フェムトアクセスポイント）をアクセスする移動局が緊急呼を発信するように
、第１のメッセージを受信することと、
　前記ＦＡＰから受信する前記緊急呼に含まれ、前記ＦＡＰと重なり合うカバレッジを有
するマクロセルのマクロセル識別情報（ＩＤ）に基づく、マクロＭＳＣ（移動体交換局）
ＩＤを取得することと、
　前記緊急呼に対する緊急センタを選択するべく、前記第１のメッセージを受信すること
に応答して、ネットワークエンティティへ第２のメッセージを送信することであって、前
記第２のメッセージは前記マクロＭＳＣＩＤ、及び前記ＦＡＰの位置に基づく前記マクロ
セルＩＤを備える、前記送信することと
を実行する指示を備える、記憶媒体。
【請求項２４】
　前記ＦＡＰの初期化中に前記ＦＡＰの位置を判定することを前記コンピュータが実行す
る指示をさらに備える請求項２３に記載の記憶媒体。
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【請求項２５】
　前記ＦＡＰの初期化中にＰＤＥ（位置算出エンティティ）と通信して、前記ＦＡＰに関
する位置推定を取得することを前記コンピュータが実行する指示をさらに備え、前記ＦＡ
Ｐに関する前記位置情報は、前記位置推定を備える請求項２４に記載の記憶媒体。
【請求項２６】
　前記マクロセルＩＤは、前記ＦＡＰにおいて強い受信信号を有する、または前記ＦＡＰ
と重なり合うカバレッジを有するマクロセルに関する請求項２３に記載の記憶媒体。
【請求項２７】
　前記ネットワークエンティティから前記ＦＡＰの位置を求める要求を受信することを前
記コンピュータが実行する指示をさらに備え、前記送信することを前記コンピュータが実
行する指示は、前記要求を受信することに応答して前記ＦＡＰの位置情報を送信する請求
項２３に記載の記憶媒体。
【請求項２８】
　前記コンピュータが送信する指示は、前記ＦＡＰの位置情報を、前記移動局に関する位
置推定として使用し、さらに要求される場合、前記緊急センタに前記ＦＡＰの位置情報を
送信する請求項２７に記載の記憶媒体。
【請求項２９】
　前記ＦＡＰに関する位置推定を取得するようにＰＤＥ（位置算出エンティティ）と通信
することを前記コンピュータが実行する指示をさらに備え、前記ＦＡＰに関する前記位置
推定を、前記移動局に関する位置推定として使用し、さらに要求される場合、前記緊急セ
ンタに前記ＦＡＰに関する位置推定を送信することを前記コンピュータが実行する指示を
備える請求項２３に記載の記憶媒体。
【請求項３０】
　前記ＰＤＥと前記通信することを前記コンピュータが実行する指示は、前記ＰＤＥと前
記ＦＡＰの間でＩＳ－８０１セッションを確立し、前記ＦＡＰに関する前記位置推定を、
前記ＩＳ－８０１セッションの結果として、取得することを前記コンピュータが実行する
指示を備える請求項２９に記載の記憶媒体。
【請求項３１】
　前記緊急呼出しが発信された後、前記移動局に関する位置推定を取得するように前記移
動局とＰＤＥ（位置算出エンティティ）の間で交換されるメッセージを転送することを前
記コンピュータが実行する指示をさらに備え、要求される場合、前記緊急センタに前記移
動局に関する前記位置推定を送信することを前記コンピュータが実行する指示を備える請
求項２３に記載の記憶媒体。
【請求項３２】
　無線通信ネットワークにおける緊急呼出しをサポートする装置であって、
　通信ユニットと、
　前記通信ユニットに通信可能となるように結合される処理ユニットであって、
　　ＦＡＰ（フェムトアクセスポイント）をアクセスする移動局が緊急呼を発信するよう
に、第１のメッセージを受信し、
　　前記ＦＡＰから受信する前記緊急呼に含まれ、前記ＦＡＰと重なり合うカバレッジを
有するマクロセルのマクロセル識別情報（ＩＤ）に基づく、マクロＭＳＣ（移動体交換局
）ＩＤを取得し、
　前記緊急呼に対する緊急センタを選択するべく、前記通信ユニットを介し、前記第１の
メッセージを受信することに応答して、ネットワークエンティティへ、前記マクロＭＳＣ
ＩＤ、及び前記ＦＡＰの位置に基づく前記マクロセルＩＤを備える第２のメッセージを送
信する、前記処理ユニットと
を備える装置。
【請求項３３】
　前記処理ユニットは、さらに前記ＦＡＰの初期化中に前記ＦＡＰの位置を判定する請求
項３２に記載の装置。
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【請求項３４】
　前記処理ユニットは、前記ＦＡＰの初期化中にＰＤＥ（位置算出エンティティ）と通信
して、前記ＦＡＰに関する位置推定を取得し、前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、前記
位置推定を備える請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記マクロセルＩＤは、前記ＦＡＰにおいて強い受信信号を有する、または前記ＦＡＰ
と重なり合うカバレッジを有するマクロセルに関する請求項３２に記載の装置。
【請求項３６】
　前記処理ユニットは、前記ネットワークエンティティから前記ＦＡＰの位置を求める要
求をさらに受信し、前記位置情報は、前記要求を受信することに応答して前記ＦＡＰの位
置情報を送信する請求項３２に記載の装置。
【請求項３７】
　前記処理ユニットは、前記ＦＡＰに関する前記位置情報を、前記移動局に関する位置推
定として使用し、さらに要求される場合、前記緊急センタに前記ＦＡＰの位置情報を送信
する請求項３６に記載の装置。
【請求項３８】
　前記装置は前記ＦＡＰであり、前記ネットワークエンティティはＭＡＰ（モバイルアプ
リケーションパート）ＭＦＩＦ（フェムト相互動作機能）である請求項３２に記載の装置
。
【請求項３９】
　前記装置はＭＡＰ（モバイルアプリケーションパート）ＭＦＩＦ（フェムト相互動作機
能）であり、前記ネットワークエンティティはＭＰＣ（移動体測位センタ）である請求項
３２に記載の装置。
【請求項４０】
　前記処理ユニットは、前記ＦＡＰに関する位置推定を取得するようにＰＤＥ（位置算出
エンティティ）と通信し、前記ＦＡＰに関する前記位置推定を、前記移動局に関する位置
推定として使用し、さらに要求される場合、前記緊急センタに前記ＦＡＰの位置推定を送
信する請求項３２に記載の装置。
【請求項４１】
　前記処理ユニットは、前記ＰＤＥと前記ＦＡＰの間でＩＳ－８０１セッションを確立し
、前記ＦＡＰに関する前記位置推定を、前記ＩＳ－８０１セッションの結果として、取得
する請求項４０に記載の装置。
【請求項４２】
　前記処理ユニットは、前記緊急呼出しが発信された後、前記移動局に関する位置推定を
取得するように前記移動局とＰＤＥ（位置算出エンティティ）の間で交換されるメッセー
ジを転送し、要求される場合、前記緊急センタに前記移動局に関する前記位置推定を送信
する請求項３２に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（米国法典第３５編１１９条の下における優先権の主張）
　本特許出願は、本特許出願の譲受人にともに譲渡され、参照により本明細書に明確に組
み込まれている、２００８年６月１６に出願した「Ｓｕｐｐｏｒｔ　ｏｆ　Ｅｍｅｒｇｅ
ｎｃｙ　Ｃａｌｌｓ　ａｎｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ＣＤＭＡ２０００　Ｆｅｍｔ
ｏｃｅｌｌｓ」という名称の米国仮出願第６１／０６１，９８１号、および２００８年８
月２２に出願した「Ｓｕｐｐｏｒｔ　ｏｆ　Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　Ｃａｌｌｓ　ａｎｄ　
Ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｃｄｍａ２０００　Ｆｅｍｔｏｃｅｌｌｓ」という名称の米
国仮出願第６１／０９１，２５０号の優先権を主張するものである。
【０００２】
　本開示は、一般に、通信に関し、より具体的には、緊急呼出しおよび位置特定をサポー
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トするための技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロード
キャストなどの様々な通信サービスを提供するように広く展開されている。これらの無線
ネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによって複数のユーザ
をサポートすることができる多元接続ネットワークであることが可能である。そのような
多元接続ネットワークの例には、ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）ネットワーク、ＴＤＭＡ
（時分割多元接続）ネットワーク、ＦＤＭＡ（周波数分割多元接続）ネットワーク、ＯＦ
ＤＭＡ（直交ＦＤＭＡ）ネットワーク、およびＳＣ－ＦＤＭＡ（シングルキャリアＦＤＭ
Ａ）ネットワークが含まれる。
【０００４】
　無線通信ネットワークは、複数の移動局に関する通信をサポートすることが可能である
。移動局は、緊急イベントに応答して緊急呼出しを行うことが可能である。緊急呼出しは
、緊急サービス（例えば、警察サービス、消防サービス、医療サービス、またはその他の
緊急サービス）を求める呼であり、緊急サービス呼出し、Ｅ９１１呼出しなどと呼ばれる
ことも可能である。緊急呼出しは、ユーザが、北米における「９１１」または欧州におけ
る「１１２」などのよく知られた緊急番号をダイヤル呼出しすることによって開始される
ことが可能である。緊急呼出しを、その呼を扱うことができる適切な緊急センタに効率的
にルーティングすることが望ましい可能性がある。また、緊急センタに移動局の位置を提
供することも望ましい可能性がある。
【発明の概要】
【０００５】
　無線通信ネットワークにおけるＦＡＰ（フェムトアクセスポイント）を介して移動局に
よって発信された緊急呼出しをルーティングするため、およびこの移動局を位置特定する
ための技術が、本明細書で説明される。或る態様において、移動局からの緊急呼出しは、
ＦＡＰに関する位置情報に基づいて、適切な緊急センタにルーティングされることが可能
である。「位置」という用語と「地点」という用語は同義であり、しばしば、互いに区別
なく使用される。一設計において、ＦＡＰに関する位置情報は、ＦＡＰにおいて強い受信
信号を有する、またはＦＡＰと重なり合うカバレッジを有するマクロセルのマクロセルＩ
Ｄ（識別情報）を備えることが可能である。ＦＡＰに関する位置情報は、マクロセルＩＤ
に基づいて特定されることが可能なマクロＭＳＣ（移動体交換局）ＩＤをさらに備えるこ
とが可能である。マクロセルＩＤおよび／またはマクロＭＳＣ　ＩＤは、ＦＡＰに割り当
てられることが可能であり（例えば、ＦＡＰの初期化中に）、データベースにアクセスす
るのに使用されることが可能である。データベースは、緊急センタに関するルーティング
情報対セルＩＤおよびＭＳＣ　ＩＤを格納することが可能である。別の設計において、Ｆ
ＡＰに関する位置情報は、ＦＡＰに関する位置推定を備えることが可能である。この位置
推定は、様々な地理的区域のための緊急センタに関するルーティング情報を格納すること
が可能な地理データベースにアクセスするのに使用されることが可能である。
【０００６】
　一設計において、移動局は、緊急呼出しを発信する第１のメッセージをＦＡＰに送信す
ることが可能である。ＦＡＰは、緊急呼出しを開始させる第２のメッセージをネットワー
クエンティティに送信することが可能である。また、ＦＡＰは、その緊急呼出しのための
緊急センタを選択するのに使用されるように、ネットワークエンティティにＦＡＰに関す
る位置情報を送信することも可能である。緊急呼出しは、ＦＡＰに関する位置情報に基づ
いて選択された緊急センタに接続されることが可能である。すると、移動局は、緊急呼出
しのために緊急センタと通信することができる。
【０００７】
　本開示の様々な態様および特徴が、後段でさらに詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
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【０００８】
【図１】例示的なネットワーク展開を示す図。
【図２】マクロセルＩＤおよびマクロＭＳＣ　ＩＤに基づいてＦＡＰから緊急呼出しをル
ーティングするための呼フローを示す図。
【図３】マクロセルＩＤおよびマクロＭＳＣ　ＩＤに基づいてＦＡＰから緊急呼出しをル
ーティングするための呼フローを示す図。
【図４】マクロセルＩＤおよびマクロＭＳＣ　ＩＤに基づいてＦＡＰから緊急呼出しをル
ーティングするための呼フローを示す図。
【図５】地理データベースを使用してＦＡＰから緊急呼出しをルーティングするための呼
フローを示す図。
【図６】地理データベースを使用してＦＡＰから緊急呼出しをルーティングするための呼
フローを示す図。
【図６（ｃｏｎｔ．）】地理データベースを使用してＦＡＰから緊急呼出しをルーティン
グするための呼フローを示す図。
【図７】ＩＳ－８０１を使用してフェムト位置を得るための呼フローを示す図。
【図８】ＩＳ－８０１を使用してフェムト位置を得るための呼フローを示す図。
【図９】緊急呼出しのために様々なエンティティによって実行されるプロセスを示す図。
【図１０】緊急呼出しのために様々なエンティティによって実行されるプロセスを示す図
。
【図１１】緊急呼出しのために様々なエンティティによって実行されるプロセスを示す図
。
【図１２】緊急呼出しのために様々なエンティティによって実行されるプロセスを示す図
。
【図１３】測位のためにＦＡＰによって実行されるプロセスを示す図。
【図１４】移動局および様々なネットワークエンティティを示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本明細書で説明される技術は、ＷＷＡＮ（無線ワイドエリアネットワーク）、ＷＬＡＮ
（無線ローカルエリアネットワーク）、ＷＰＡＮ（無線パーソナルエリアネットワーク）
などの様々な無線通信ネットワークと一緒に実施されることが可能である。「ネットワー
ク」という用語と「システム」という用語は、しばしば、互いに区別なく使用される。Ｗ
ＷＡＮは、ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）ネットワーク、ＴＤＭＡ（時分割多元接続）ネ
ットワーク、ＦＤＭＡ（周波数分割多元接続）ネットワーク、ＯＦＤＭＡ（直交周波数分
割多元接続）ネットワーク、およびＳＣ－ＦＤＭＡ（シングルキャリア周波数分割多元接
続）ネットワーク、ＬＴＥ（ロングタームイボリューション（Long Term Evolution））
などであることが可能である。ＣＤＭＡネットワークは、ＣＤＭＡ２０００、Ｗ－ＣＤＭ
Ａ（広帯域ＣＤＭＡ）などの１つまたは複数のＲＡＴ（無線アクセス技術）を実施するこ
とが可能である。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－９５標準、ＩＳ－２０００標準、およびＩ
Ｓ－８５６標準を含む。ＴＤＭＡネットワークは、ＧＳＭ(登録商標)（グローバルシステ
ムフォーモバイルコミュニケーションズ（Global System for Mobile Communications）
）、Ｄ－ＡＭＰＳ（ディジタルアドバンストモバイルフォンシステム（Digital Advanced
 Mobile Phone System））、または他の何らかのＲＡＴを実施することが可能である。Ｇ
ＳＭ(登録商標)およびＷ－ＣＤＭＡは、３ＧＰＰ（第３世代パートナーシッププロジェク
ト）という名称のコンソーシアムからの文書において説明される。ＣＤＭＡ２０００は、
３ＧＰＰ２（第３世代パートナーシッププロジェクト２）という名称のコンソーシアムか
らの文書において説明される。３ＧＰＰ文書および３ＧＰＰ２文書は、公開されている。
ＷＬＡＮは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｘネットワークであることが可能であり、さらにＷＰ
ＡＮは、ブルートゥース(登録商標)ネットワーク、ＩＥＥＥ８０２．１５ｘネットワーク
、または他の何らかのタイプのネットワークであることが可能である。また、これらの技
術は、ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ、および／またはＷＰＡＮの任意の組合せと一緒に実施される
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ことも可能である。簡明のため、これらの技術のいくつかの態様は、３ＧＰＰ２ネットワ
ークに関して以下に説明される。
【００１０】
　図１は、無線ネットワーク１００およびサードパーティネットワーク１０２を含む例示
的なネットワーク展開を示す。無線ネットワーク１００は、様々なサービスをサポートす
ることができる無線ネットワーク１０４および他のネットワークエンティティを含む。無
線ネットワーク１０４は、ＣＤＭＡ　１Ｘ技術、　ＨＲＰＤ（高速パケットデータ）技術
、または他の何らかの無線技術を実施することが可能である。無線ネットワーク１０４は
、いくつかの基地局と、いくつかの移動局に関する無線通信をサポートすることができる
いくつかのＦＡＰ（フェムトアクセスポイント）とを含むことが可能である。簡明のため
、１つだけのＦＡＰ１２０、１つだけの基地局１２４、および１つだけの移動局１１０が
図１に示される。基地局は、比較的大きい地域（例えば、半径、数百メートルから数キロ
メートル）に対する通信カバレッジを提供する局であり、さらにサービス契約を有する移
動局による無制限のアクセスを許すことが可能である。ＦＡＰは、比較的小さい地域（例
えば、自宅、アパート、より大きい建物の一部など）に対する通信カバレッジを提供する
局であり、さらにＦＡＰとの関連付けを有する移動局（例えば、自宅にいるユーザのため
の移動局）による制限されたアクセスを許すことが可能である。基地局および／または基
地局のカバレッジエリアは、マクロセルと呼ばれることが可能である。ＦＡＰおよび／ま
たはＦＡＰのカバレッジエリアは、フェムトセルと呼ばれることが可能である。ＦＡＰは
、自宅基地局もしくはフェムト基地局、自宅ノードＢもしくはフェムトノードＢ、自宅ｅ
ＮＢ（進化型ノードＢ）もしくはフェムトｅＮＢなどと呼ばれることも可能である。
【００１１】
　基地局１２４は、ＢＳＣ（基地局コントローラ）１２６と通信することが可能であり、
ＢＳＣ１２６は、ＭＳＣ１３２とさらに通信することが可能である。ＭＳＣ１３２は、回
線交換呼に関するスイッチング機能を実行することが可能であり、さらにＳＭＳ（ショー
トメッセージサービス）メッセージをルーティングすることも可能である。ＦＡＰ１２０
は、フェムトセキュリティゲートウェイ１２２と通信することが可能であり、ゲートウェ
イ１２２は、ＦＡＰを介するアクセスに関してセキュリティ（例えば、ネットワークのそ
の他の部分に対する）を提供することが可能である。フェムトセキュリティゲートウェイ
１２２は、ＣＳＣＦ（呼セッション制御機能）１２８とさらに通信することが可能であり
、ＣＳＣＦ１２８は、ＦＡＰを介するアクセスに関してセッション制御サービスを提供す
ることが可能であり、さらにＶｏＩＰ（ボイスオーバーＩＰ（Voice-over-IP））などの
ＩＭＳ（ＩＰ（インターネットプロトコル）マルチメディアサブシステム）サービスをサ
ポートするのに使用されるセッション状態を維持することが可能である。ＣＳＣＦ１２８
は、ＭＦＩＦ（ＭＡＰ（モバイルアプリケーションパート（Mobile Application Part）
）フェムト相互動作機能）１３０と通信することが可能であり、ＭＦＩＦ１３０は、ＦＡ
Ｐを介するアクセスに関して何らかのＭＳＣ機能をサポートし、ＦＡＰからネットワーク
のその他の部分に対するＡＮＳＩ－４１　ＭＡＰインタフェースを提供することが可能で
ある。ＭＦＩＦ１３０は、ＦＣＳ（フェムトコンバージェンスサーバ）と呼ばれることも
可能である。ＯＡＭａｎｄＰ（運用、管理、メンテナンス、およびプロビジョニング）セ
ンタ１３４が、無線ネットワーク１００の動作をサポートする様々な機能を実行すること
が可能である。ＯＡＭａｎｄＰセンタ１３４は、ＭＦＩＦ１３０、ＭＳＣ１３２、および
その他のネットワークエンティティ（簡明のため図１には示さず）と通信することが可能
である。
【００１２】
　移動体測位センタ（ＭＰＣ）１４０が、位置特定サービスのための様々な機能を実行す
ることが可能であり、さらに加入者プライバシー、許可、認証、ローミングサポート、課
金／料金請求、サービス管理、位置計算などをサポートすることが可能である。ＭＰＣ１
４０は、ＣＲＤＢ（座標ルーティングデータベース）１４２へのアクセスを有することが
可能であり、ＣＲＤＢ１４２は、ＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤおよび／または地理的位置
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をＰＳＡＰ／ＥＣ（公共安全応答ポイント（Public Safety Answering Point）／緊急セ
ンタ）にＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤ、および／または地理的位置をマップするルックア
ップテーブルを格納することが可能である。ＰＤＥ（位置算出エンティティ）１５０が、
移動局に関する測位をサポートすることが可能である。測位とは、ターゲットデバイスの
位置推定を測定／計算するプロセスを指す。位置推定は、地点推定、地点確定、確定など
と呼ばれることも可能である。ＰＤＥ１５０は、ＢＳＡ（基地局アルマナック）１５２へ
のアクセスを有することが可能であり、ＢＳＡ１５２は、無線ネットワークにおけるセル
および基地局に関する情報（例えば、地理的座標、カバレッジエリア、送信電力、アンテ
ナ特性など）を格納することが可能である。ＢＳＡ１５２の中の情報は、移動局の測位を
支援するのに使用されることが可能である。
【００１３】
　ＭＧＷ／ＭＧＣＦ（メディアゲートウェイ／メディアゲートウェイ制御機能）１５８が
、（ｉ）ＳＩＰ（セッション開始プロトコル）／ＩＰシグナリング、およびＰＳＴＮ（公
衆交換電話網）に関するＳＳ７などの呼シグナリングと、（ｉｉ）パケット化された音声
（例えば、ＩＥＴＦ　ＲＴＰを使用してトランスポートされる）および回線交換音声（例
えば、ＡＮＳＩ　Ｔ１またはＣＥＰＴ　Ｅ１を使用してトランスポートされる）の間の変
換をサポートすることが可能である。ＭＧＷ／ＭＧＣＦ１５８は、ＶｏＩＰ呼（例えば、
ＦＡＰ１２０からの）がＰＳＴＮユーザ（例えば、ＰＳＡＰ１７０）に向かう必要がある
場合にはいつでも、使用されることが可能である。ルータ１６０が、ＭＧＷ／ＭＧＣＦ１
５８とＰＳＡＰ１７０の間で呼をルーティングするのに選択されることが可能である。Ｐ
ＳＡＰ１７０は、緊急呼出しに応答することを担うことが可能であり、さらに政府機関、
例えば、郡または市によって運用される、または所有されることが可能である。
【００１４】
　図１は、無線ネットワーク１００に存在することが可能ないくつかのネットワークエン
ティティを示す。無線ネットワーク１００は、パケット交換呼、回線交換呼、位置特定サ
ービスなどをサポートするネットワークエンティティを含むことが可能である。また、無
線ネットワーク１００は、ＡＮＳＩ－４１移動体ネットワーキングプロトコルを実施する
ことも可能であり、ＡＮＳＩ－４１移動体ネットワーキングプロトコルは、ユーザを識別
して、認証すること、ならびに呼をルーティングすることをサポートして、ローミングサ
ービスおよび高度なサービスを可能にする。ＡＮＳＩ－４１が、通常、３ＧＰＰ２ネット
ワークのために使用されるのに対して、ＧＳＭ(登録商標)－ＭＡＰが、通常、３ＧＰＰネ
ットワークのために使用される。
【００１５】
　ＭＳ（移動局）１１０は、無線ネットワーク１００によってサポートされる多くの移動
局の１つであることが可能である。移動局１１０は、静止していても、移動性であっても
よく、さらにＵＥ（ユーザ機器）、端末装置、アクセス端末装置、加入者ユニット、局な
どと呼ばれることも可能である。移動局１１０は、セルラ電話機、ＰＤＡ（携帯情報端末
）、無線デバイス、無線モデム、ラップトップコンピュータ、遠隔計測デバイス、追跡デ
バイスなどであることが可能である。移動局１１０は、任意の所与の時点でＦＡＰまたは
基地局と通信して、通信サービスを得ることができる可能性がある。
【００１６】
　移動局１１０および／またはＦＡＰ１２０は、１つまたは複数の衛星１９０から信号を
受信することが可能であり、衛星１９０は、米国のＧＰＳ（全地球測位システム）、欧州
のガリレオシステム、ロシア国のグロナスシステム、または他の何らかのＳＰＳ（衛星測
位システム）の一部であることが可能である。移動局１１０および／またはＦＡＰ１２０
は、衛星１９０からの信号を測定し、それらの衛星に関する擬似距離測定を得ることが可
能である。また、移動局１１０および／またはＦＡＰ１２０は、無線ネットワーク１０４
における基地局からの信号を測定し、それらの基地局に関するタイミング測定および／ま
たは信号強度測定を得ることも可能である。これらの擬似距離測定、タイミング測定、お
よび／または信号強度測定は、移動局１１０またはＦＡＰ１２０に関する位置推定を導き
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出すのに使用されることが可能である。移動局１１０およびＦＡＰ１２０はそれぞれ、Ｇ
ＰＳ、Ａ－ＧＰＳ（アシステッド（Assisted）ＧＰＳ）、ＡＦＬＴ（高度順方向リンク三
角測量（Advanced Forward Link Trilateration））などの１つまたは複数の測位方法を
サポートすることが可能である。
【００１７】
　移動局１１０が、基地局１２４と通信することが可能であり、さらに緊急呼出しを開始
することが可能である。サービングセルＩＤが、呼セットアップ中にＭＰＣ１４０に供給
されることが可能である。ＭＰＣ１４０が、サービングセルＩＤを使用してＣＲＤＢ１４
２にアクセスして、移動局１１０からの緊急呼出しを受けることができるＰＳＡＰ（例え
ば、ＰＳＡＰ１７０）に関するルーティング情報を特定することが可能である。ルーティ
ング情報は、（ｉ）ＰＳＡＰ１７０を識別して、ＰＳＡＰ１７０にルーティングするのに
使用されるダイヤル呼出し可能でないディレクトリ番号であるＥＳＲＤ（緊急サービスル
ーティング番号（Emergency Services Routing Digit））、（ｉｉ）ＰＳＡＰ１７０を識
別して、ＰＳＡＰ１７０にルーティングするのに使用されるとともに、緊急呼出しを識別
するのにも使用されるダイヤル呼出し可能でないディレクトリ番号であるＥＳＲＫ（緊急
サービスルーティングキー）、または（ｉｉｉ）他の何らかの情報を備えることが可能で
ある。各ＰＳＡＰは、１つのＥＳＲＤ、ならびにＥＳＲＫのプールに関連付けられること
が可能である。このプールからの１つのＥＳＲＫが、緊急呼出しが続いている間、移動局
１１０に割り当てられることが可能である。すると、緊急呼出しは、そのＥＳＲＫまたは
ＥＳＲＤに基づいてＰＳＡＰ１７０にルーティングされることが可能である。
【００１８】
　ＣＲＤＢ１４２およびＢＳＡ１５２に、セルＩＤ、ＭＳＣ　ＩＤ、ならびに無線ネット
ワーク１００における基地局の位置がプロビジョニングされることが可能である。この情
報は、基地局と通信する移動局からの緊急呼出しに関して適切なＰＳＡＰを特定するのに
使用されることが可能である。例えば、ＣＲＤＢ１４２は、サービングセルＩＤ、および
サービングセルに関するＭＳＣ　ＩＤに基づいて、ＰＳＡＰに関するＥＳＲＫを提供する
ことが可能である。しかし、ＣＲＤＢ１４２およびＢＳＡ１５２には、セルＩＤ、ＭＳＣ
　ＩＤ、ならびにＦＡＰの位置は、この情報が、ＦＡＰが展開される前には、一般に、知
られておらず、すると、プロビジョニングするのに時間がかかり、コストが多大である可
能性があるので、プロビジョニングされない可能性がある。このため、ＣＲＤＢ１４２お
よびＢＳＡ１５２は、ＦＡＰと通信する移動局によって発信された緊急呼出しに関して、
ＰＳＡＰに関するルーティング情報を提供することができない可能性がある。
【００１９】
　或る態様において、ＦＡＰと通信する移動局に関する緊急呼出しのルーティングは、Ｆ
ＡＰに関する位置情報に基づいてサポートされることが可能である。ＦＡＰに関する位置
情報は、ＦＡＰの位置に基づいて特定され、さらにＦＡＰと通信する移動局からの緊急呼
出しに関してＰＳＡＰを選択するのに使用可能である任意の情報を備えることが可能であ
る。ＦＡＰの位置は、ＦＡＰの電源が投入されると、特定されることが可能であり、さら
にＦＡＰが適切な認可されたスペクトルで動作することを確実にするのに使用されること
が可能である。ＦＡＰに関する位置情報は、後段で説明されるとおり、ＦＡＰの位置に基
づいて特定されることが可能である。
【００２０】
　ＭＦＩＦ１３０に、ＡＮＳＩ－４１対話をサポートする一意のＭＳＣ　ＩＤ（または複
数の一意のＭＳＣ　ＩＤ）が割り当てられることが可能である。ＭＦＩＦ１３０に割り当
てられたＭＳＣ　ＩＤは、ＭＦＩＦ　ＭＳＣ　ＩＤ、ＭＳＣ　ＩＤ１などと呼ばれること
が可能である。ＦＡＰ１２０が、電源投入の後に初期化を実行することが可能であり、さ
らに認証され、許可されることに成功した後、サービングセルＩＤを割り当てられること
が可能である。このサービングセルＩＤは、フェムトセルＩＤ、サービングセルＩＤ　１
などと呼ばれることが可能である。このフェムトセルＩＤは、ＭＦＩＦ　ＭＳＣ　ＩＤに
関連付けられることが可能であり、さらに無線アクセスのために使用されることが可能で
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ある。このフェムトセルＩＤおよびＭＦＩＦ　ＭＳＣ　ＩＤは、ＣＲＤＢ１４２の中にも
、ＢＳＡ１５２の中にもプロビジョニングされない可能性がある。
【００２１】
　ＦＡＰ１２０の位置（すなわち、フェムト位置）は、ＦＡＰ１２０からの緊急呼出しを
ルーティングするのに使用されることが可能である。フェムト位置に基づいて緊急呼出し
をルーティングするためのいくつかの例示的なスキームが以下に説明される。
【００２２】
　フェムト位置に基づいて緊急呼出しをルーティングするための第１のスキームにおいて
、ＦＡＰ１２０に、例えば、初期化中、さらなるサービングセルＩＤ、およびさらなるＭ
ＳＣ　ＩＤが割り当てられることが可能である。さらなるサービングセルＩＤは、マクロ
セルＩＤ、サービングセルＩＤ　２などと呼ばれることが可能である。さらなるＭＳＣ　
ＩＤは、マクロＭＳＣ　ＩＤ、ＭＳＣ　ＩＤ　２などと呼ばれることが可能である。マク
ロセルＩＤおよびマクロＭＳＣ　ＩＤは、ＦＡＰ１２０の位置に基づいて導き出されるこ
とが可能である。一設計において、マクロセルＩＤは、ＦＡＰ１２０に最も近いアンテナ
を有するマクロセル、ＦＡＰ１２０において最も強い信号、または強い信号を有するマク
ロセル、ＦＡＰ１２０と重なり合うカバレッジを有するマクロセルなどのセルＩＤである
ことが可能である。マクロＭＳＣ　ＩＤは、このマクロセルにサービスを提供するＭＳＣ
のＭＳＣ　ＩＤであることが可能である。このため、マクロセルＩＤおよびマクロＭＳＣ
　ＩＤは、それぞれ、既存のマクロセルおよび既存のＭＳＣに関することが可能であり、
さらに緊急呼出しをルーティングする目的でＦＡＰ１２０のために再使用されることが可
能である。別の設計において、ＦＡＰ１２０に関するマクロセルＩＤおよびマクロＭＳＣ
　ＩＤは、作成されることが可能であり、さらに実際のセルまたは実際のＭＳＣには対応
しないことが可能である。例えば、ＦＡＰは、通常のネットワークカバレッジエリアの外
に位置している可能性があり、ＦＡＰが展開される可能性がある拡大された区域を範囲に
含むように特別のサービングセルＩＤ、および特別のＭＳＣ　ＩＤが作成されることが可
能である。また、特別のサービングセルＩＤ、および特別のＭＳＣ　ＩＤは、現実のセル
ＩＤが変更された、または削除された場合に、このことが、これらの現実のセルＩＤが割
り当てられたＦＡＰに影響を及ぼすので、問題を回避するように通常のカバレッジエリア
内で作成されることも可能である。特別のサービングセルＩＤ、および特別のＭＳＣ　Ｉ
Ｄは、物理的な基地局には対応しないが、ＦＡＰからの緊急呼出しのルーティングをサポ
ートするのに使用されることが可能である。すべての設計に関して、ＦＡＰに割当て可能
なマクロＭＳＣ　ＩＤとマクロセルＩＤの組合せが、ＣＲＤＢ１４２および／またはＢＳ
Ａ１５２の中にプロビジョニングされることが可能である。ＦＡＰ１２０に割り当てられ
たマクロセルＩＤおよびマクロＭＳＣ　ＩＤは、既存のＡＮＳＩ　Ｊ－ＳＴＤ－０３６Ｂ
手順を使用して緊急呼出しに関する適切なＰＳＡＰを選択するのに使用されることが可能
である。
【００２３】
　図２は、マクロセルＩＤおよびマクロＭＳＣ　ＩＤを使用してＦＡＰから緊急呼出しを
ルーティングするための呼フロー２００の設計を示す。最初に、移動局１１０が、ＦＡＰ
１２０に対して緊急（例えば、Ｅ９１１）呼出しを発信することが可能であり、さらにＭ
ＳＩＤ（移動局識別情報）を提供することが可能である（ステップａ）。ＭＳＩＤは、Ｅ
ＳＮ（電子通し番号）、ＩＭＳＩ（国際移動体加入者識別情報（International Mobile S
ubscriber Identity））、ＭＥＩＤ（移動機器識別情報（Mobile Equipment Identity）
）、ＭＩＮ（移動体識別番号）、および／または他の何らかの識別情報を備えることが可
能である。ＦＡＰ１２０が、この緊急呼出しを受信することが可能であり、さらにＭＦＩ
Ｆ１３０に緊急呼出し（例えば、Ｅ９１１）要求を（例えば、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥの中
で）送信することが可能である（ステップｂ）。Ｅ９１１呼要求は、移動局１１０のＭＳ
ＩＤ、ＦＡＰ１２０に割り当てられたマクロＭＳＣ　ＩＤおよびマクロセルＩＤなどを含
むことが可能である。ＭＦＩＦ１３０が、ＦＡＰ１２０からＥ９１１呼要求を受信するこ
とが可能であり、これに応答して、ＡＮＳＩ－４１　ＯＲＲＥＱ（発信要求）メッセージ
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をＭＰＣ１４０に送信することが可能である（ステップｃ）。このＯＲＲＥＱメッセージ
は、ステップｂで受信されたＭＳＩＤ、マクロＭＳＣ　ＩＤ、およびマクロセルＩＤを含
むことが可能である。
【００２４】
　ＭＰＣ１４０が、このＯＲＲＥＱメッセージを受信することが可能であり、さらにＣＲ
ＤＢ１４２の中でマクロＭＳＣ　ＩＤとマクロセルＩＤの組合せをルックアップすること
が可能であり、さらにＰＳＡＰ（例えば、ＰＳＡＰ１７０）、およびＰＳＡＰに関連付け
られたＥＳＲＫまたはＥＳＲＤを見つけることが可能である。ＰＳＡＰ１７０は、マクロ
ＭＳＣ　ＩＤおよびマクロセルＩＤは、フェムト位置に基づいてＦＡＰ１２０に最初に割
り当てられているため、ＦＡＰ１２０の位置に（したがって、移動局１１０の位置にも）
適切であり得る。次に、ＭＰＣ１４０が、そのＥＳＲＫまたはＥＳＲＤを含むことが可能
なｏｒｒｅｑ（発信応答）メッセージをＭＦＩＦ１３０に戻すことが可能である（ステッ
プｄ）。次に、ＭＦＩＦ１３０が、そのＥＳＲＤまたはＥＳＲＫに基づいてＰＳＡＰ１７
０に緊急呼出しを転送することが可能であり、さらに移動局１１０のＭＤＮ（移動体ディ
レクトリ番号）を含めることが可能である（ステップｅ）。転送することは、選択的ルー
タ１６０を介して、ＭＧＷ／ＭＧＣＦ１５８と選択的ルータ１６０を介して、ＣＳＣＦ１
２８とＭＧＷ／ＭＧＣＦ１５８と選択的ルータ１６０を介して、または他のネットワーク
エンティティを介して行われることが可能である。
【００２５】
　ＭＰＣ１４０が、ステップｃで受信されたＭＳＩＤに基づいて移動局１１０の測位能力
（positioning capabilities）をルックアップすることが可能である。また、ＭＰＣ１４
０は、移動局１１０が移動局１１０の測位能力をステップａで送信している場合、ステッ
プｂでＦＡＰ１２０から移動局１１０の測位能力を受信することも可能である。次に、Ｍ
ＰＣ１４０は、移動局１１０の測位能力（ＭＰＣＡＰ）およびＭＳＩＤ、ＦＡＰ１２０の
マクロＭＳＣ　ＩＤおよびマクロセルＩＤなどを含むことが可能なＧＰＯＳＲＥＱ（ジオ
ポジション要求（Geo Position Request））メッセージをＰＤＥ１５０に送信することが
可能である（ステップｆ）。すると、ＰＤＥ１５０が、ＭＰＣ１４０から受信された測位
能力に基づいて、ＦＡＰ１２０または移動局１１０を相手にＭＴ（移動体を終端する（mo
bile terminated））ＩＳ－８０１セッションを開始させることが可能である（ステップ
ｇ）。ＩＳ－８０１は、３ＧＰＰ２ネットワークにおいて一般に使用される測位プロトコ
ルである。ＩＳ－８０１は、ターゲットデバイスと位置特定サーバ（例えば、ＰＤＥ）の
間の定義された手順およびシグナリングを使用するターゲットデバイスの測位をサポート
する。ＲＲＬＰ（無線リソースＬＣＳプロトコル）、ＲＲＣ（無線リソース制御）、およ
びＬＰＰ（ＬＴＥ測位プロトコル）が、３ＧＰＰネットワークにおいて一般に使用される
測位プロトコルであり、ＦＡＰ１２０および／または移動局１１０の測位のために使用さ
れることも可能である。ＦＡＰ１２０は、後段で説明されるとおり、トランスペアレント
モード、インターセプトモード、または拒否モードに基づいてＩＳ－８０１セッションを
扱うことが可能である。ＩＳ－８０１セッションのためのＩＳ－８０１メッセージは、Ｍ
ＦＩＦ１３０とＰＤＥ１５０の間でＡＮＳＩ－４１　ＳＭＳメッセージを使用して、さら
にＭＦＩＦ１３０とＦＡＰ１２０の間でＳＩＰメッセージ（例えば、ＳＩＰ　ＩＮＦＯ）
を使用してトランスポートされることが可能である。ＰＤＥ１５０が、移動局１１０また
はＦＡＰ１２０の位置推定をＭＰＣ１４０に戻すことが可能である（ステップｈ）。
【００２６】
　ＰＳＡＰ１７０が、ステップｅで受信されたＥＳＲＫまたはＥＳＲＤからＭＰＣ１４０
を特定することが可能であり、さらにＥＳＲＫまたはＥＳＲＤおよびＭＤＮを含むことが
可能なＥＳＰＯＳＲＥＱ（緊急サービス地点要求）メッセージをＭＰＣ１４０に送信する
ことが可能である（ステップｉ）。すると、ＭＰＣ１４０が、移動局１１０またはＦＡＰ
１２０に関する位置推定をＰＳＡＰ１７０に戻すことが可能である（ステップｊ）。図２
のステップは、図２に示される順序とは異なる順序で行われてもよい。さらに、呼フロー
２００に関して異なるステップおよび／またはさらなるステップが使用されることも可能
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である。
【００２７】
　ステップｊでＭＰＣ１４０によってＰＳＡＰ１７０に戻される位置は、ステップｇで獲
得された移動局１１０の位置、またはＦＡＰ１２０の位置であることが可能である。ＦＡ
Ｐ１２０の位置は、（ｉ）ＦＡＰ１２０がユーザによって、位置測定を取得するのに好適
な位置に配置されている可能性があるため、（ｉｉ）ＦＡＰ１２０が、ＳＰＳ（例えば、
ＧＰＳ）信号およびその他の信号を受信し、測定するために特別に設計されたアンテナを
有する可能性があり、あるいは同一の建造物上の屋外の屋根アンテナに接続されている可
能性があるため、および（ｉｉｉ）ＦＡＰ１２０が、過去に複数回、測位されていて、最
も正確で信頼できる位置が後の使用のために格納されている可能性があるため、移動局１
１０の位置より信頼できる可能性がある。移動局１１０に関して、位置を取得する１回限
りの機会（ステップｇが実行される時）しか存在しない可能性があり、このことは、移動
局１１０が位置測定を取得するために適切に配置されていない可能性がある場合、さらに
／または衛星信号が強くない、もしくは良好な配置（geometry）を有さない可能性がある
場合に生じる可能性がある。さらに、移動局１１０は、位置測定と無線通信の両方のため
に共用されているために、さらに／または劣悪なＲＦ環境のために位置（例えば、ＧＰＳ
）測定に理想的ではない可能性があるアンテナおよびその他の内部リソースを使用する可
能性がある。これらの理由で、ＦＡＰ１２０の位置が、移動局１１０の位置と比べて、よ
り正確で、より信頼できる可能性がある。ＦＡＰ１２０のカバレッジエリアが比較的小さ
い（例えば、５０メートル以下）場合、ＦＡＰ１２０の位置は、例えば、移動局１１０に
よって獲得された測定を用いて導き出されたいずれの位置よりも優れた、移動局１１０に
関する良好な位置推定をもたらすことが可能である。可能な最良の位置推定を確実にする
のに、ＰＤＥ１５０は、移動局１１０の位置とＦＡＰ１２０の位置の両方を組み合わせる
ことが可能であり、例えば、ＰＤＥ１５０は、一方の位置を使用して他方の位置を検証す
ることが可能であり、あるいはその２つの位置を平均することが可能である。
【００２８】
　図３は、ＡＮＳＩ－４１を使用してＦＡＰから緊急呼出しをルーティングして、フェム
ト位置を取得するための呼フロー３００の設計を示す。呼フロー３００におけるステップ
ａからｅは、図２の呼フロー２００におけるステップａからｅに対応することが可能であ
る。ＭＰＣ１４０が、ステップｃでＭＦＩＦ１３０によって送信される、ＭＦＩＦ１３０
のＭＳＣアドレス、ＭＦＩＦ１３０のＭＳＣ　ＩＤ、またはＦＡＰ１２０のサービングセ
ルＩＤのために、緊急呼出しがＦＡＰからであると判定することが可能である。ＭＰＣ１
４０が、ＦＡＰ１２０の位置を要求するＧＰＯＳＲＥＱメッセージをＭＦＩＦ１３０に送
信することが可能である（ステップｆ）。ＭＦＩＦ１３０がフェムト位置を既に有してい
るのではない場合、ＭＦＩＦ１３０は、フェムト位置をＦＡＰ１２０に問い合わせること
が可能であり（ステップｇ）、ＦＡＰ１２０が、フェムト位置を戻すことが可能である（
ステップｈ）。ＭＦＩＦ１３０がフェムト位置を有する場合、ステップｇおよびｈは、飛
ばされることが可能である。いずれの場合も、ＭＦＩＦ１３０は、ＭＰＣ１４０にフェム
ト位置を戻すことが可能である（ステップｉ）。ＭＰＣ１４０は、フェムト位置が、ＭＦ
ＩＦ１３０から入手可能でない場合、または信頼できない、もしくは不正確であると考え
られる場合、ＰＤＥ１５０と移動局１１０の間でＩＳ－８０１セッションを開始させるこ
とが可能である（ステップｊ、ｋ、およびｌ）。図３のステップｊ、ｋ、およびｌは、図
２のステップｆ、ｇ、およびｈと同様であることが可能である。ステップｍおよびｎは、
それぞれ、図２のステップｉおよびｊに対応することが可能である。図２と同様に、図３
のステップｎでＰＳＡＰ１７０に戻される位置は、ステップｆからｉで獲得されたＦＡＰ
１２０の位置、またはステップｋで獲得された移動局１１０の位置、あるいは両方の位置
の組合せであることが可能である。
【００２９】
　図４は、ＡＮＳＩ－４１を使用してＦＡＰから緊急呼出しをルーティングして、フェム
ト位置を取得するための呼フロー４００の設計を示す。呼フロー４００におけるステップ
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ａからｅは、呼フロー２００および３００におけるステップａからｅに対応することが可
能である。ＭＰＣ１４０が、ＦＡＰ１２０の位置、または移動局１１０の位置を要求する
ＧＰＯＳＲＥＱメッセージをＰＤＥ１５０に送信することが可能である（ステップｆ）。
ＰＤＥ１５０は、ステップｃでＭＦＩＦ１３０によって送信され、ステップｆでＭＰＣ１
４０によって送信された、ＭＦＩＦ１３０のＭＳＣアドレス、ＭＦＩＦ１３０のＭＳＣ　
ＩＤ、またはＦＡＰ１２０のサービングセルＩＤのために、緊急呼出しがＦＡＰからであ
ると判定することが可能である。次に、ＰＤＥ１５０が、ＦＡＰ１２０の位置を要求する
ＧＰＯＳＲＥＱメッセージをＭＦＩＦ１３０に送信することが可能である（ステップｇ）
。ＭＦＩＦ１３０がフェムト位置を既に有しているのでない場合、ＭＦＩＦ１３０は、フ
ェムト位置をＦＡＰ１２０に問い合わせることが可能であり（ステップｈ）、ＦＡＰ１２
０がフェムト位置を戻すことが可能である（ステップｉ）。ステップｈおよびｉは、ＭＦ
ＩＦ１３０がフェムト位置を既に有する場合、飛ばされることが可能である。いずれの場
合も、ＭＦＩＦ１３０は、ＰＤＥ１５０にフェムト位置を戻すことが可能である（ステッ
プｊ）。ＰＤＥ１５０は、フェムト位置が、ＭＦＩＦ１３０から入手可能でない場合、ま
たは信頼できない、もしくは不正確であると考えられる場合、移動局１１０を相手にＩＳ
－８０１セッションを開始させることが可能である（ステップｋ）。次に、ＰＤＥ１５０
が、ＭＰＣ１４０に移動局１１０またはＦＡＰ１２０の位置を戻すことが可能である（ス
テップｌ）。ステップｍおよびｎは、それぞれ、図２のステップｉおよびｊに対応するこ
とが可能である。
【００３０】
　図３および図４は、フェムト位置を移動局位置として使用するための例示的な呼フロー
を示す。また、図３および図４は、ＭＰＣ１４０による（呼フロー３００における）、ま
たはＰＤＥ１５０による（呼フロー４００における）ＭＦＩＦ１３０からフェムト位置を
取り出すＡＮＳＩ－４１メッセージの使用も示す。これらの呼フローは、ハンドオフなし
に、さらに呼が以下のタイプのハンドオフ、すなわち、（ｉ）フェムトセルからマクロセ
ルへのハンドオフ（ＭＦＩＦ１３０が、図３のステップｉでＭＰＣ１４０に、または図４
のステップｊでＰＤＥ１５０に利用可能な位置を全く示さず、ステップｋで移動体に終端
する、移動体によって支援されるＩＳ－８０１セッションがもたらされて）、および（ｉ
ｉ）フェムトセルから別のフェムトセルへのハンドオフ（やはり、ステップｋでＩＳ－８
０１セッションに頼る）の対象とされる場合に、緊急呼出し発信のために使用されること
が可能である。マクロセルからフェムトセルへのハンドオフの場合、ＭＰＣ１４０および
ＰＤＥ１５０がＭＦＩＦ１３０を認識しないので、図４の呼フローは、例えば、ステップ
ｇ、ｈ、ｉ、およびｊなしに使用されることが可能である。
【００３１】
　図２に示される例示的な設計において、ＰＤＥ１５０が、ＦＡＰ１２０からの緊急呼出
しに関して移動体を終端するＩＳ－８０１セッションを開始することが可能である（ステ
ップｇで）。一設計において、ＦＡＰ１２０が、以下のモードの１つに基づいてＩＳ－８
０１セッションを扱うことが可能である。
【００３２】
　トランスペアレントモードにおいて、ＦＡＰ１２０は、すべてのＩＳ－８０１メッセー
ジを、解釈も変更もせずに移動局１１０に転送すること、および移動局１１０から転送す
ることが可能である。この事例では、ＰＤＥ１５０によって送信されたＩＳ－８０１メッ
セージは、ＭＦＩＦ１３０に最初に転送され、次に、ＦＡＰ１２０に転送され、最後に移
動局１１０に転送される。同様に、移動局１１０によって送信されたＩＳ－８０１メッセ
ージは、これらのエンティティを介して逆方向で転送されて、ＰＤＥ１５０に到達する。
ＭＦＩＦ１３０が、ＩＳ－８０１メッセージをＦＡＰ１２０に転送するのに先立って、こ
れらのメッセージに或る特定の仕方で印を付けて、ＦＡＰ１２０が、ＩＳ－８０１メッセ
ージの内部を実際に調べることなしに、これらのメッセージを認識することができるよう
にすることが可能である。ＰＤＥ１５０は、これらのＩＳ－８０１メッセージを使用して
、測位関連の命令および応答を伝送し、受信して移動局１１０における測位（例えば、Ａ
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ＦＬＴまたはＡ－ＧＰＳ）を開始させることによって、移動局１１０の位置推定を得るこ
とが可能である。
【００３３】
　インターセプトモードにおいて、ＦＡＰ１２０は、ＰＤＥ１５０から受信される（ＭＦ
ＩＦ１３０を介して）すべてのＩＳ－８０１メッセージをインターセプトすることが可能
であり、さらにＦＡＰ１２０が移動局１１０であるかのように測位を実行することが可能
であり、さらにＩＳ－８０１応答メッセージをＰＤＥ１５０に送り返す（ＭＦＩＦ１３０
を介して）ことが可能である。ハンドオフが行われる場合、ＦＡＰ１２０はまず、進行中
のＩＳ－８０１セッションを終了させることが可能である。次に、ＰＤＥ１５０によって
、移動局１１０の新たな位置を取得するために、移動局１１０を相手に、または新たなＦ
ＡＰを相手に別のＩＳ－８０１セッションが開始されることが可能である。
【００３４】
　拒否モードにおいて、ＦＡＰ１２０は、ＰＤＥ１５０から受信された最初のＩＳ－８０
１メッセージを破棄することが可能であり、さらにＦＡＰを示す特殊な理由コードを有す
るＩＳ－８０１拒否メッセージまたは別のＩＳ－８０１メッセージを戻すことが可能であ
る。また、この拒否メッセージまたは別のメッセージは、フェムト位置を伝送することも
可能である。ＦＡＰ１２０は、その後、トランスペアレントモードと同様に振舞うことが
可能であり、さらにＰＤＥ１５０と移動局１１０の間で後続のＩＳ－８０１メッセージを
転送することが可能である。拒否モードは、ＰＤＥ１５０にフェムト位置を供給するのに
使用されることが可能である。このフェムト位置は、移動局位置として使用されることが
可能であり、十分である可能性がある。
【００３５】
　初期化中、ＦＡＰ１２０は、前述したモードの１つに従ってＩＳ－８０１セッションを
扱うことが可能である。ＦＡＰ１２０は、ＦＡＰ１２０の位置（例えば、都市、農村、ま
たは郊外）、ＦＡＰ１２０の測位能力およびＩＳ－８０１能力などの様々な要因に基づい
てモードを選択することが可能である。代替として、モードは、初期化時にＦＡＰ１２０
において構成されることが可能であり、さらに／または、例えば、ＯＡＭａｎｄＰ１３４
を使用して任意の時点で構成される、または変更されることが可能である。
【００３６】
　移動局１１０が、基地局または別のＦＡＰを相手に緊急呼出しを発信することが可能で
あり、この緊急呼出しが、ＦＡＰ１２０にハンドオーバされることが可能である。一設計
において、ＦＡＰ１２０が、移動局１１０から受信されたすべてのＩＳ－８０１メッセー
ジを、例えば、ハンドオフの前に開始されたＩＳ－８０１セッションをサポートするため
に、ＭＦＩＦ１３０を介してＰＤＥ１５０に向けて転送することが可能である。一設計に
おいて、ＦＡＰ１２０は、（ｉ）ＰＤＥ１５０から受信された（ＭＦＩＦ１３０を介して
）すべてのＩＳ－８０１メッセージを移動局１１０に転送すること、または（ｉｉ）初期
ＩＳ－８０１メッセージを拒否して、後続のＩＳ－８０１メッセージを転送することが可
能である。
【００３７】
　フェムト位置に基づいて緊急呼出しをルーティングするための第２のスキームにおいて
、地理ＣＲＤＢが、適切なＰＳＡＰを特定するのに使用されることが可能である。また、
地理ＣＲＤＢは、あまりさらなる影響を及ぼさずに、暫定的測位（interim positioning
）（Ｊ－ＳＴＤ－０３６におけるオプションである）を介して基地局からの緊急呼出しに
関するルーティングを向上させるのに使用されることも可能である。
【００３８】
　ＰＳＡＰ選択は、（ａ）ＦＡＰ１２０の位置が最初に、例えば、初期化時に特定される
際、または（ｂ）緊急呼出しが行われる際に行われることが可能である。オプション（ｂ
）が、Ｊ－ＳＴＤ－０３６Ｂにおけるオプションとして既に定義されており、既に定義さ
れているシグナリングを使用し、フェムト初期化を複雑にする必要性を回避し、ＰＳＡＰ
ルーティングの運用者による制御（operator control）を可能にするため、使用されるこ
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とが可能である。また、オプション（ｂ）は、フェムト位置が緊急呼出しの時点で検証さ
れることを許すことも可能であり、このことは、（ｉ）初期フェムト位置が非常に正確、
または非常に信頼できるものではなかった場合、または（ｉｉ）ＦＡＰ１２０が新たな位
置に移動されている場合に適切であり得る。
【００３９】
　図５は、地理ＣＲＤＢを使用してＦＡＰから緊急呼出しをルーティングするための呼フ
ロー５００の設計を示す。移動局１１０が、ＦＡＰ１２０を相手に緊急呼出しを発信する
ことが可能である（ステップａ）。ＦＡＰ１２０が、移動局１１０のＭＳＩＤ、ＦＡＰ１
２０のサービングセルＩＤ、ならびに移動局１１０および／またはＦＡＰ１２０の測位能
力などを含むことが可能な緊急呼出し要求を（例えば、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥの中で）Ｍ
ＦＩＦ１３０に転送することが可能である（ステップｂ）。
【００４０】
　次に、ＭＦＩＦ１３０が、移動局１１０のＭＳＩＤおよび測位能力（ＭＰＣＡＰ）、Ｆ
ＡＰ１２０のサービングセルＩＤ，ＭＦＩＦ１３０のＭＳＣ　ＩＤなどを含むことが可能
なＯＲＲＥＱメッセージをＭＰＣ１４０に送信することが可能である（ステップｃ）。Ｍ
ＰＣ１４０は、例えば、ＭＦＩＦ　ＭＳＣ　ＩＤを認識することによって、またはＣＲＤ
Ｂ１４２の中でサービングセルＩＤを調べることによって、その呼がＦＡＰからであると
判定することが可能である。次に、ＭＰＣ１４０は、ＭＳＩＤ、ＭＰＣＡＰ、ＭＦＩＦ　
ＭＳＣ　ＩＤ、サービングセルＩＤ、ならびに初期地点が要求されたという指示を含むこ
とが可能なＧＰＯＳＲＥＱメッセージをＰＤＥ１５０に送信することが可能である（ステ
ップｄ）。
【００４１】
　ＰＤＥ１５０は、例えば、ＭＦＩＦ　ＭＳＣ　ＩＤを認識することによって、またはＢ
ＳＡ１５２の中でサービングセルＩＤを調べることによって、その呼がＦＡＰからである
と判定することが可能である。サービングセルＩＤがＢＳＡ１５２の中で見つかり、関連
する位置が信頼できると考えられる（例えば、以前のフェムト位置要求のために最近、Ｂ
ＳＡ１５２の中で更新されている）場合、ＰＤＥ１５０は、ステップｉに進むことが可能
である。サービングセルＩＤがＢＳＡ１５２の中で見つからない、または関連する位置が
信頼できると考えられない場合、ＰＤＥ１５０は、ＩＳ－８０１　ＰＤＤＭ（位置算出デ
ータメッセージ）、ＭＳＩＤ、およびサービングセルＩＤを含むことが可能なＳＭＤＰＰ
（ＳＭＳ配信ポイントツーポイント）メッセージをＭＦＩＦ１３０に送信することが可能
である（ステップｅ）。ＩＳ－８０１　ＰＤＤＭは、既に知られているフェムト位置を要
求することが可能である。また、ＰＤＥ１５０は、新たなＡＮＳＩ－４１値を使用してサ
ービス標識パラメータの中で「Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を示して
、ＩＳ－８０１　ＰＤＤＭがＦＡＰ１２０に向けられており、移動局１１０には向けられ
ていないことをＭＦＩＦ１３０に知らせることも可能である。
【００４２】
　ＭＦＩＦ１３０が、サービス標識のＡＮＳＩ－４１「Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｌｏ
ｃａｔｉｏｎ」値を認識することが可能である。これに応答して、ＭＦＩＦ１３０は、Ｐ
ＤＥ１５０から受信されたＳＭＤＰＰメッセージの内容を含むことが可能な位置特定要求
メッセージをＦＡＰ１２０に送信することが可能である（ステップｆ）。ＭＦＩＦ１３０
は、ＳＭＤＰＰメッセージの中で受信されたサービングセルＩＤまたはＭＳＩＤからＦＡ
Ｐ１２０を特定することが可能である。次に、ＦＡＰ１２０が、ＭＳＩＤ、サービングセ
ルＩＤ、およびＩＳ－８０１　ＰＤＤＭ応答を含むことが可能な位置特定応答をＭＦＩＦ
１３０に戻すことが可能である（ステップｇ）。ＦＡＰ１２０が、最低限の応答を除いて
ＩＳ－８０１をサポートしない場合、ＦＡＰ１２０は、知られているフェムト位置を含む
ことが可能な標準の（固定フォーマットの）ＩＳ－８０１非請求（unsolicited）ＰＤＤ
Ｍ応答を戻すことが可能である。ＦＡＰ１２０がＩＳ－８０１をサポートする場合、ＦＡ
Ｐ１２０は、ＦＡＰ１２０の知られている位置または均等の情報、例えば、ＰＤＥ１５０
がフェムト位置を算出する元にすることができる測定を含むことが可能な、より正しいＩ
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Ｓ－８０１応答を戻すことが可能である。このフェムト位置は、ＦＡＰ１２０の位置の正
確な座標と、これらの座標の不確かさとを備えることが可能である。この不確かさは、Ｆ
ＡＰ１２０のカバレッジエリアを含むように変更される（例えば、ＦＡＰ１２０によって
）ことが可能であり、このため、移動局１１０の可能な位置を示すことが可能である。ス
テップｆおよびｇは、ＭＦＩＦ１３０がフェムト位置を既に有する場合、飛ばされること
が可能である。
【００４３】
　ＭＦＩＦ１３０が、ＦＡＰ１２０からの応答を含むことが可能なＳＭＤＰＰメッセージ
をＰＤＥ１５０に送信することが可能である（ステップｈ）。ＰＤＥ１５０は、ステップ
ｈでフェムト位置が供給されなかったが、ＦＡＰ１２０がＩＳ－８０１をサポートする場
合、ステップｅからｈに類似したさらなるステップを開始させることが可能である。例え
ば、ＰＤＥ１５０が、ＩＳ－８０１を使用してフェムト位置を取得するようにＡＦＬＴを
呼び出すことが可能である。次に、ＰＤＥ１５０は、ＭＰＣ１４０にそのフェムト位置を
戻すことが可能である（ステップｉ）。ＭＰＣ１４０が、後の位置特定要求において使用
するために、そのフェムト位置でＢＳＡ１５２を更新することが可能である。ＭＰＣ１４
０が、ＣＲＤＢ１４２にアクセスして、ＰＤＥ１５０から受信されたフェムト位置に関す
る正しいＰＳＡＰ（例えば、ＰＳＡＰ１７０）を特定することが可能である。ＭＰＣ１４
０が、ＥＳＲＫを割り当てること、または選択されたＰＳＡＰ１７０に関するＥＳＲＤを
特定することが可能である。次に、ＭＰＣ１４０は、このＥＳＲＫまたはＥＳＲＤをＭＦ
ＩＦ１３０に送信することが可能である（ステップｊ）。ＭＦＩＦ１３０が、ＥＳＲＤま
たはＥＳＲＫに基づいてＰＳＡＰ１７０に呼をルーティングすることが可能である（ステ
ップｋ）。ＰＳＡＰ１７０が、ＥＳＲＫまたはＥＳＲＤからＭＰＣ１４０を特定すること
が可能であり、さらにこのＥＳＲＫまたはＥＳＲＤおよびＭＤＮを含むことが可能なＥＳ
ＰＯＳＲＥＱメッセージをＭＰＣ１４０に送信することが可能である（ステップｌ）。Ｍ
ＰＣ１４０が、ステップｉで受信されたフェムト位置が、初期移動局位置として十分に正
確であると判定することが可能であり、さらにＰＳＡＰ１７０にそのフェムト位置を戻す
ことが可能である（ステップｍ）。
【００４４】
　図６は、地理ＣＲＤＢを使用してＦＡＰから緊急呼出しをルーティングするための呼フ
ロー６００の別の設計を示す。呼フロー６００におけるステップａからｈは、図５の呼フ
ロー５００におけるステップａからｈに対応する。ステップｈの後、ＰＤＥ１５０が、ス
テップｈでフェムト位置が供給されなかったが、ＦＡＰ１２０がＩＳ－８０１をサポート
する場合、ステップｅからｈと類似するさらなるステップを開始させることが可能である
。例えば、ＰＤＥ１５０は、ＩＳ－８０１を使用して近似のフェムト位置を取得するよう
にＡＦＬＴを呼び出すことが可能である。このフェムト位置が、ルーティングのためには
十分に正確であるが、緊急呼出しディスパッチのためにはそうではない場合、ＰＤＥ１５
０は、暫定的位置特定のサポートのためにＪ－ＳＴＤ－０３６Ｂにおいて規定されるとお
り、ＧＰＯＳＤＩＲ（ジオポジションディレクティブ（Geo Position Directive））メッ
セージの中でそのフェムト位置を、ＭＰＣ１４０に戻すことが可能である（ステップｉ）
。また、ＰＤＥ１５０は、後の位置特定要求において使用するために、そのフェムト位置
でＢＳＡ１５２を更新することも可能である。ＭＰＣ１４０が、ＧＰＯＳＤＩＲメッセー
ジに肯定応答することが可能である（ステップｊ）。
【００４５】
　呼フロー６００におけるステップｋからｍは、呼フロー５００におけるステップｊから
ｌに対応する。ステップｎで、ＦＡＰ１２０がＩＳ－８０１をサポートする場合、ＰＤＥ
１５０が、例えば、Ａ－ＧＰＳおよび／またはＡＦＬＴを使用して、ＦＡＰ１２０の正確
な位置を取得する新たなＩＳ－８０１セッションのためにステップｅからｈと類似したス
テップを開始させることが可能である。もたらされたフェムト位置が十分に正確である場
合、ＰＤＥ１５０は、ステップｏからｔを飛ばすことが可能であり、ステップｕに進むこ
とが可能である。ステップｏからｔが実行される場合、これらのステップｏからｔは、ス
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テップｎの後に、ステップｎの前に、ステップｎと並行して、またはステップｎの代わり
に、行われることが可能である。
【００４６】
　ステップｎが実行されなかった場合、またはもたらされたフェムト位置が十分に正確で
なかった場合、またはＰＤＥ１５０が、ＦＡＰ１２０と移動局１１０の両方の位置を取得
する必要がある場合、ＰＤＥ１５０は、ステップｄでＭＰＣ１４０から受信されたＭＳ測
位能力に基づいて、移動局１１０を相手にＩＳ－８０１セッションを開始させることが可
能である。ＰＤＥ１５０は、ＩＳ－８０１メッセージ、ＭＳＩＤ、サービングセルＩＤ、
ならびにＪ－ＳＴＤ－０３６Ｂにおいて規定されるとおりにＣＤＭＡ測位を示すサービス
標識を含むことが可能なＳＭＤＰＰメッセージをＭＦＩＦ１３０に送信することから始め
ることが可能である（ステップｏ）。
【００４７】
　ＭＦＩＦ１３０が、サービス標識のＣＤＭＡ測位値を認識することが可能である。ＭＦ
ＩＦ１３０は、移動局１１０が依然としてＦＡＰ１２０によるサービスを受けていること
を検証することが可能である。移動局１１０がＦＡＰ１２０によるサービスを受けていな
い場合（例えば、ハンドオフのために）、ＭＦＩＦ１３０は、ハンドオフの結果、緊急呼
出しがどこに転送されたかに依存して、ＭＦＩＦ１３０によるサービスを受ける新たなＦ
ＡＰに、新たなサービングＭＳＣに、または新たなサービングＭＦＩＦにＳＭＳメッセー
ジを転送することが可能である。呼がハンドオフのために転送されてはいない場合、ＭＦ
ＩＦ１３０は、ＳＭＤＰＰメッセージの内容を含むことが可能なＳＭＳメッセージをＦＡ
Ｐ１２０に送信することが可能である（ステップｐ）。ＦＡＰ１２０が、ＭＦＩＦ１３０
から受信されたＩＳ－８０１メッセージを１ｘデータバーストメッセージの中で移動局１
１０に転送することが可能であり（ステップｑ）、ＩＳ－８０１メッセージ重要度（sign
ificance）を認識していることが可能である。移動局１１０が、ＩＳ－８０１メッセージ
の中で要求されていることが可能な測位法を実行することが可能であり、さらに１ｘデー
タバーストメッセージの中でＩＳ－８０１応答をＦＡＰ１２０に戻すことが可能である（
ステップｒ）。ＩＳ－８０１応答は、ＰＤＥ１５０によって要求されている可能性がある
測位測定または測位関連情報を含むことが可能であり、さらにＰＤＥ１５０からの情報お
よび補助データを求める要求を含むことが可能である。ＦＡＰ１２０が、ＭＳＩＤおよび
サービングセルＩＤを有するＩＳ－８０１メッセージをＳＭＳメッセージの中でＭＦＩＦ
１３０に転送することが可能である（ステップｓ）。
【００４８】
　ＭＦＩＦ１３０が、転送されたＩＳ－８０１メッセージ、ＭＳＩＤ、サービングセルＩ
Ｄ、ＭＦＩＦ　ＭＳＣ　ＩＤ、ならびにＣＤＭＡ測位を示すサービス標識を含むことが可
能なＳＭＤＰＰメッセージをＰＤＥ１５０に送信することが可能である（ステップｔ）。
ＰＤＥ１５０が、ＩＳ－８０１を使用して移動局１１０からさらなる情報および／または
さらなる測定を要求するように、例えば、ステップｏからｑと類似したさらなるステップ
を開始させることが可能である。移動局１１０が、ＩＳ－８０１を使用して、ＰＤＥ１５
０にさらなる測定および／またはさらなる情報を供給し、さらに／またはＰＥＤ１５０か
らさらなる情報（例えば、補助データ）を要求するように、ステップｒからｔと類似した
ステップを開始させることが可能である。
【００４９】
　ステップｎからｔが完了すると、ＰＤＥ１５０は、ステップｏからｔで移動局１１０に
関して獲得された位置特定結果、および／またはステップｎおよび／またはステップｅか
らｈでＦＡＰ１２０に関して獲得された位置を使用して、移動局位置を特定することが可
能である。例えば、ステップｎおよび／またはステップｅからｈで獲得されたフェムト位
置が、ステップｏからｔで獲得された移動局位置を検証するのを助けるように使用される
ことが可能であり、ステップｏからｔで獲得された移動局位置が、ステップｎおよび／ま
たはステップｅからｈで獲得されたフェムト位置を検証するのを助けるように使用される
ことが可能である。さらに、様々な位置特定結果が、組み合わされる、例えば、平均され
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ることも可能である。ＰＤＥ１５０が、ｇｐｏｓｒｅｑメッセージの中で移動局位置をＭ
ＰＣ１４０に送信することが可能である（ステップｕ）。ＭＰＣ１４０が、移動局位置を
ＰＳＡＰ１７０に送信することが可能である（ステップｖ）。
【００５０】
　図２から図６の呼フローにおける位置特定手順は、様々なハンドオフシナリオに適用可
能であり得る。フェムトからマクロへのハンドオフの場合、移動局１１０が、ＦＡＰ１２
０を相手に緊急呼出しを発信することが可能であり、緊急呼出しは、基地局へのハンドオ
フであることが可能である。ＰＤＥ１５０はそれでも、ＦＡＰ１２０の位置を取得するこ
とが可能であり、このフェムト位置をルーティングのためにも、ディスパッチのための初
期位置としても使用することができる。ＰＤＥ１５０は、ハンドオフの後に続く誤りを回
避するために、更新された位置を求める要求に関して、ＦＡＰ１２０ではなく、移動局１
１０の位置を取得することが可能である。ＩＳ－８０１セッションが、ハンドオフが行わ
れた時点で保留中であることが可能であり、あるいはハンドオフの後に開始されることが
可能である。この事例において、ＰＤＥ１５０からのＩＳ－８０１メッセージが、ＭＦＩ
Ｆ１３０から、ＡＮＳＩ－４１　ＳＭＤＦＷＤメッセージの中でサービングＭＳＣに転送
されることが可能である。移動局１１０が、このＩＳ－８０１メッセージを受信して、Ｐ
ＤＥ１５０を相手にＩＳ－８０１セッションを続けることができる。
【００５１】
　マクロからフェムトへのハンドオフの場合、移動局１１０が、基地局を相手に緊急呼出
しを発信することが可能であり、この緊急呼出しは、基地局のサービングセルＩＤを使用
してルーティングされることが可能である。ＰＤＥ１５０が、正確な初期位置、および更
新された位置を取得するように移動局１１０を相手にＩＳ－８０１セッションを開始させ
ることが可能である。この緊急呼出しは、ＦＡＰ１２０にハンドオフされることが可能で
ある。ＰＤＥ１５０は、例えば、移動局位置として使用するために、その新たなＦＡＰの
位置を取得することができない可能性がある。ＩＳ－８０１セッションが、ハンドオフが
行われた時点で保留中であることが可能であり、あるいはハンドオフの後に必要とされる
ことが可能である。この事例において、ＰＤＥ１５０からのＩＳ－８０１メッセージが、
基地局に関するアンカＭＳＣからＭＦＩＦ１３０に転送されることが可能であり、ＭＦＩ
Ｆ１３０が、これらのメッセージをＦＡＰ１２０に転送することが可能である。次に、Ｆ
ＡＰ１２０が、これらのメッセージを移動局１１０に送ることができる。また、ＦＡＰ１
２０は、移動局１１０によって送信されたすべてのＩＳ－８０１応答をＰＤＥに戻すこと
もできる。
【００５２】
　フェムトからフェムトへのハンドオフの場合、移動局１１０が、ＦＡＰ１２０を相手に
緊急呼出しを発信することが可能であり、ＰＤＥ１５０が、ＦＡＰ１２０の位置を取得す
ることが可能であり、さらにこのフェムト位置をルーティングのためにも、ディスパッチ
のための初期位置としても使用することが可能である。この緊急呼出しが、新たなＦＡＰ
にハンドオフされることが可能である。ＰＤＥ１５０は、このタイプのハンドオフで生じ
る可能性があるハンドオフの後に続く誤りを回避するために、更新された位置を求める要
求に関して、常に、ＦＡＰではなく、移動局１１０の位置を取得することが可能である。
ＩＳ－８０１セッションが、ハンドオフが行われた時点で保留中であることが可能であり
、あるいはハンドオフの後に開始されることが可能である。この事例において、ＩＳ－８
０１メッセージは、ＰＤＥ１５０から新たなＦＡＰに、ＭＦＩＦ１３０を介して（ＭＦＩ
Ｆが変更されていない場合）、またはＭＦＩＦ１３０およびサービングＭＦＩＦを介して
（新たなＦＡＰが異なるＭＦＩＦを使用する場合）転送されることが可能である。新たな
ＦＡＰは、例えば、マクロからフェムトへのハンドオフの場合と同様に、ＩＳ－８０１メ
ッセージを扱うことが可能である。
【００５３】
　別の態様において、ＦＡＰ１２０は、初期化時に、さらに／または定期的間隔でＩＳ－
８０１を使用して測位を実行することが可能である。ＦＡＰ１２０の初期位置が、例えば
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、ＦＡＰ１２０が認可された事業者区域内に位置していることを確実にするように、電源
投入および認証の後にフェムト許可の一環として、ＯＡＭａｎｄＰ１３４に関連して獲得
されることが可能である。ＦＡＰ１２０の位置は、定期的間隔で、または精度を向上させ
るのに必要とされる場合、およびＦＡＰ１２０の任意の移動を検出するのに必要とされる
場合に更新されることが可能である。
【００５４】
　ＦＡＰ１２０の初期位置、および更新された位置は、以下の１つまたは複数を使用して
獲得されることが可能である。すなわち、
例えば、スタンドアロンＳＰＳ測位を使用するＦＡＰ１２０におけるＳＰＳ受信機、
ＯＡＭａｎｄＰ１３４によって位置が知られている観測されるマクロセル／基地局および
／またはフェムトセル／アクセスポイント、
移動局またはユーザの加入アドレス、
サービスプロバイダによってＦＡＰ１２０に割り当てられた公開ＩＰアドレス、
ＦＡＰ１２０上でユーザによって入力された位置またはアドレス、および
例えば、ＦＡＰ１２０におけるＡ－ＧＰＳ測位および／またはＡＦＬＴ測位を使用するＭ
Ｔ　ＩＳ－８０１セッション。
【００５５】
　図７は、ＩＳ－８０１を使用してフェムト位置を取得するための呼フロー７００の設計
を示す。呼フロー７００は、図２、図３、および図４に関連する第１のスキームに関して
使用されることが可能である。ＦＡＰ１２０が、ＭＦＩＦ１３０に位置特定要求を送信す
ることが可能であり、ＦＡＰ１２０のＩＳ－８０１位置特定能力（ＭＰＣＡＰ）、マクロ
ＭＳＣ　ＩＤ、マクロセルＩＤなどを供給することが可能である（ステップａ）。位置特
定能力は、Ａ－ＦＬＴ、Ａ－ＧＰＳなどであることが可能である。ＦＡＰ１２０の初期位
置がまだ取得されていない場合、およびＦＡＰ１２０が、周囲のマクロセルからの信号を
観測することができない場合、ＦＡＰ１２０は、マクロＭＳＣ　ＩＤおよびマクロセルＩ
Ｄを供給しない可能性がある。この事例において、デフォルトのマクロＭＳＣ　ＩＤ、お
よびデフォルトのマクロセルＩＤが、ＯＡＭａｎｄＰ１３４またはＭＦＩＦ１３０によっ
て一時的に割り当てられることが可能である。このマクロＭＳＣ　ＩＤおよびマクロセル
ＩＤは、ＣＲＤＢ１４２およびＢＳＡ１５２の中にプロビジョニングされることも、プロ
ビジョニングされないことも可能である。いずれにしても、ＭＦＩＦ１３０が、ＭＰＣを
エミュレートすることが可能であり、さらにＭＰＣＡＰ、マクロＭＳＣ　ＩＤ、およびマ
クロセルＩＤを含むことが可能なＧＰＯＳＲＥＱメッセージをＰＤＥ１５０に送信するこ
とが可能である（ステップｂ）。また、ＧＰＯＳＲＥＱメッセージは、ＦＡＰを示す特別
のＭＳＩＤ（例えば、固定ＥＳＮ）を含むことも可能である。
【００５６】
　ＰＤＥ１５０が、このＧＰＯＳＲＥＱメッセージを受信することが可能であり、ＦＡＰ
を示す特別のＭＳＩＤを認識することが可能である。そのマクロＭＳＣ　ＩＤ、およびそ
のマクロセルＩＤがＢＳＡ１５２の中で見出される場合、ＰＤＥ１５０は、ＦＡＰ１２０
を測位する適切な測位法（例えば、ＡＦＬＴおよび／またはＡ－ＧＰＳ）を呼び出すＩＳ
－８０１セッションを開始させることが可能である（ステップｃ）。そのマクロＭＳＣ　
ＩＤ、およびそのマクロセルＩＤがＢＳＡ１５２の中で見出されない場合、ＰＤＥ１５０
は、全く補助データを供給することなしにＡＦＬＴを最初に呼び出して、隣接マクロセル
についての情報を取得することが可能であり、次に、これらのマクロセルの１つまたは複
数を使用して、ＩＳ－８０１セッションをサポートすることが可能である。代替として、
例えば、マクロセルが全く検出されない場合、ＰＤＥ１５０が、フェムト位置の粗い推測
に基づいて（例えば、ＭＦＩＦ１３０の知られているサービスエリアに基づいて）、Ａ－
ＧＰＳ補助データを供給することが可能である。Ａ－ＧＰＳ測位は、この、より精度の低
いＡ－ＧＰＳ補助データのために、より長い時間を要する可能性がある。このＩＳ－８０
１セッション中、ＰＤＥ１５０が、ＦＡＰ１２０に補助データを供給し、ＦＡＰ１２０か
ら測定を要求するという点で、移動局の場合と同様にＦＡＰ１２０を扱うことが可能であ
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る。このため、ＩＳ－８０１の見地から、ＰＤＥ１５０は、ＩＳ－８０１　ＰＤＥの通常
の役割を保持することが可能である一方で、ＦＡＰ１２０は、移動局の役割を引き受ける
ことが可能である。
【００５７】
　ＩＳ－８０１セッションを完了した後、ＰＤＥ１５０は、ＦＡＰ１２０に関する位置推
定をＭＦＩＦ１３０に戻すことが可能である（ステップｄ）。ＰＤＥ１５０は、ＯＡＭａ
ｎｄＰ１３４に知られているが、ＦＡＰ１２０には知られていない暗号鍵を使用して、さ
らに、場合により、現在の日付と時刻、ＦＡＰ１２０のＭＥＩＤなどの他の情報を使用し
て、位置推定を暗号化し、さらに／または位置推定にディジタル署名することが可能であ
る。この暗号化および／またはディジタル署名は、フェムト位置のスプーフィングを防止
することが可能である。ＭＦＩＦ１３０が、この位置推定をＦＡＰ１２０に戻すことが可
能である（ステップｅ）。次に、ＦＡＰ１２０が、この位置推定をＯＡＭａｎｄＰ１３４
に供給することが可能である。位置推定が暗号化されている、さらに／またはディジタル
署名されている場合、ＯＡＭａｎｄＰ１３４は、その暗号化された、さらに／またはディ
ジタル署名された位置推定を解読し、さらに／または認証して、その結果、ＰＤＥ１５０
によって、その位置が獲得されたことを検証することができる。さらに、緊急呼出しに関
して、新たなＰＤＥに位置推定を後にプロビジョニングすること（例えばＦＡＰ１２０か
らのＩＳ－８０１拒否メッセージの一部として）に関して、最初の暗号化された、さらに
／またはディジタル署名された位置が、新たなＰＤＥがその位置推定を認証することがで
きるようにするのに使用されることが可能である。
【００５８】
　図８は、ＩＳ－８０１を使用してフェムト位置を取得するための呼フロー８００の設計
を示す。呼フロー８００は、図５および図６に関連する第２のスキームに関して使用され
ることが可能である。ＦＡＰ１２０が、位置特定要求をＭＦＩＦ１３０に送信することが
可能であり、さらにＦＡＰ１２０のＩＳ－８０１位置特定能力（ＭＰＣＡＰ）、ＦＡＰ１
２０のＭＥＩＤ、ＦＡＰ１２０のサービングセルＩＤなどを供給することが可能である（
ステップａ）。ＭＦＩＦ１３０が、ＭＰＣをエミュレートすることが可能であり、さらに
ＭＦＩＦ１３０のＭＳＣ　ＩＤ、ＭＰＣＡＰ、ＭＥＩＤ、ならびにＦＡＰ１２０のサービ
ングセルＩＤなどを含むことが可能なＧＰＯＳＲＥＱメッセージをＰＤＥ１５０に送信す
ることが可能である（ステップｂ）。また、このＧＰＯＳＲＥＱメッセージは、フェムト
位置を求める要求を示す値に設定された測位要求タイプ（Position Request Type）パラ
メータを含むことも可能である。
【００５９】
　ＰＤＥ１５０が、このＧＰＯＳＲＥＱメッセージを受信することが可能であり、さらに
測位要求タイプ値を認識することが可能である。ＰＤＥ１５０が、ＩＳ－８０１　ＰＤＤ
Ｍ、ＭＥＩＤ、ならびにＦＡＰ１２０のサービングセルＩＤなどを含むことが可能なＳＭ
ＤＰＰメッセージをＭＦＩＦ１３０に送信することによって、ＦＡＰ１２０を相手にＩＳ
－８０１セッションを開始させることが可能である（ステップｃ）。ＩＳ－８０１　ＰＤ
ＤＭが、例えば、ＡＦＬＴ測位および／またはＡ－ＧＰＳ測位を開始させることが可能で
ある。また、ＰＤＥ１５０が、サービス標識の中で「Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｌｏｃ
ａｔｉｏｎ」を示すことも可能である。
【００６０】
　ＭＦＩＦ１３０が、ＳＭＤＰＰメッセージを受信することが可能であり、さらにサービ
ス標識に関する「Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」値を認識することが可
能である。ＭＦＩＦ１３０は、ＳＭＤＰＰメッセージの中のサービングセルＩＤまたはＭ
ＥＩＤからＦＡＰ１２０を特定することが可能である。ＭＦＩＦ１３０は、ＳＭＤＰＰメ
ッセージの内容を含むことが可能な位置特定要求メッセージをＦＡＰ１２０に送信するこ
とが可能である（ステップｄ）。ＦＡＰ１２０は、ＰＤＥ１５０によって要求された測位
測定を取得することが可能であり、さらにＩＳ－８０１応答、ＭＥＩＤ、ならびにＦＡＰ
１２０のサービングセルＩＤなどを含むことが可能な位置特定応答をＭＦＩＦ１３０に送



(22) JP 5869062 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

信することが可能である（ステップｅ）。このＩＳ－８０１応答は、ＰＤＥ１５０によっ
て要求された測位測定および／または測位関連情報を含むことが可能である。ＭＦＩＦ１
３０が、このＩＳ－８０１応答をＳＭＤＰＰメッセージの中でＰＤＥ１５０に転送するこ
とが可能である（ステップｆ）。ＰＤＥ１５０は、ＩＳ－８０１セッションに関して移動
局の場合と同様にＦＡＰ１２０を扱うことが可能である。
【００６１】
　ＰＤＥ１５０が、ＩＳ－８０１を使用してＦＡＰ１２０からさらなる情報および／また
はさらなる測定を要求するように、ステップｃおよびｄと類似したさらなるステップを開
始させることが可能である。ＦＡＰ１２０が、ＩＳ－８０１を使用して、ＰＤＥ１５０に
さらなる測定および／またはさらなる情報を供給するように、さらに／またはＰＤＥ１５
０から情報（例えば、補助データ）を要求するように、ステップｅおよびｆと類似したさ
らなるステップを開始させることが可能である。次に、ＰＤＥ１５０が、計算されたフェ
ムト位置をＭＦＩＦ１３０に戻すことが可能である（ステップｇ）。この位置推定は、Ｐ
ＤＥ１５０によって暗号化される、さらに／またはディジタル署名されることが可能であ
り、あるいは暗号化されず、署名もされずに送信されることが可能である。ＰＤＥ１５０
が、後の位置特定要求において使用されるように、このフェムト位置でＢＳＡ１５２を更
新することが可能である。ＭＦＩＦ１３０が、この位置推定をＦＡＰ１２０に戻すことが
可能である（ステップｈ）。ＦＡＰ１２０が、この位置推定をＯＡＭａｎｄＰ１３４に供
給することが可能である。
【００６２】
　図２に関して前述したとおり、図７および図８に従って獲得されるＦＡＰ１２０の位置
は、正確で、信頼できる可能性がある。詳細には、ＰＤＥ１５０が、図７または図８で、
この精度および信頼性を向上させるように補助データをＦＡＰ１２０に（例えば、Ａ－Ｇ
ＰＳ測位、Ａ－ＳＰＳ測位、またはＡＦＬＴ測位のために）供給することが可能である。
ＩＳ－８０１手順、および供給される補助データは、ＰＤＥ１５０が移動局（例えば、移
動局１１０）を測位している場合と同様であることが可能である。しかし、前述した理由
のために、移動局と比べて、ＦＡＰ１２０の場合の方が、より信頼できる、より正確な位
置が取得されることが可能である。
【００６３】
　図２から図８は、本明細書で説明される技術の様々な特徴を示す例示的な呼フローを示
す。これらの技術は、図２から図８に示されるステップとは異なるステップを有する可能
性がある、他の呼フローで実施されることも可能である。
【００６４】
　図９は、移動局によって実行されるプロセス９００の設計を示す。例えば、図２から図
６のステップａで、移動局が、緊急呼出しを発信するメッセージをＦＡＰに送信すること
が可能である（ブロック９１２）。この緊急呼出しは、ＦＡＰに関する位置情報に基づい
て選択された緊急センタ（例えば、ＰＳＡＰ）に接続されることが可能である。例えば、
図２のステップｇで、または図３および図４のステップｋで、移動局が、ＰＤＥと通信し
て、移動局に関する位置推定を取得することが可能である（ブロック９１４）。この位置
推定は、要求された場合、緊急センタに供給されることが可能である。移動局は、この緊
急呼出しに関して緊急センタと通信することが可能である（ブロック９１６）。
【００６５】
　図１０は、緊急呼出しをサポートするようにＦＡＰによって実行されるプロセス１００
０の設計を示す。例えば、図２から図６のステップａで、ＦＡＰが、緊急呼出しを発信す
るように移動局によって送信された第１のメッセージを受信することが可能である（ブロ
ック１０１２）。例えば、図２から図６のステップｂで、ＦＡＰが、緊急呼出しを開始す
る第２のメッセージをＭＦＩＦ（または他の何らかのネットワークエンティティ）に送信
することが可能である（ブロック１０１４）。例えば、図５および図６のステップｇで、
ＦＡＰが、緊急呼出しに関して緊急センタを選択するのに使用されるように、ＭＦＩＦ（
または他の何らかのネットワークエンティティ）に、ＦＡＰに関する位置情報を送信する



(23) JP 5869062 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

ことも可能である（ブロック１０１６）。
【００６６】
　一設計において、ＦＡＰが、初期化中にＦＡＰの位置を特定することが可能であり、さ
らにＦＡＰの位置に基づいて特定された位置情報を取得することが可能である。一設計に
おいて、ＦＡＰは、初期化中にＰＤＥと通信して、ＦＡＰ自らに関する位置推定を取得す
ることが可能であり、この位置情報は、位置推定を備えることが可能である。別の設計に
おいて、位置情報は、ＦＡＰの位置に基づいて特定されることが可能なマクロセルＩＤを
備えることが可能である。例えば、マクロセルＩＤは、ＦＡＰにおいて強い受信信号を有
する、またはＦＡＰと重なり合うカバレッジを有するマクロセルに関することが可能であ
る。位置情報は、マクロセルＩＤに基づいて特定されることが可能なマクロＭＳＣ　ＩＤ
をさらに備えることが可能である。また、位置情報は、ＦＡＰの位置に基づいて特定され
た他のタイプの情報を備えることも可能である。
【００６７】
　一設計において、ブロック１０１４で、ＦＡＰが、第２のメッセージの中で位置情報を
送信することが可能である。別の設計において、例えば、図５および図６のステップｆで
、ＦＡＰが、ＭＦＩＦからＦＡＰの位置を求める要求を受信することが可能である。次に
、例えば、図５および図６のステップｇで、ＦＡＰが、この要求に応答してＭＦＩＦに位
置情報を送信することが可能である。このため、ＦＡＰは、ＭＦＩＦに送信される後のメ
ッセージの中で、ＭＦＩＦに送信された初期メッセージの中の位置情報を送信することが
可能である。
【００６８】
　一設計において、例えば、図２のステップｇで、ＦＡＰが、緊急呼出しが発信された後
に、ＰＤＥと通信して、ＦＡＰ自らに関する位置推定を取得することが可能である。ＦＡ
Ｐに関する位置推定は、移動局に関する位置推定として使用されることが可能であり、要
求された場合、緊急センタに供給されることが可能である。一設計において、例えば、図
３のステップｇおよびｈで、または図４のステップｈおよびｉで、ＦＡＰが、ネットワー
クエンティティからＦＡＰの位置を求める要求を受信することが可能であり、さらにＦＡ
Ｐ自らに関する位置推定をネットワークエンティティに送信することが可能である。一設
計において、緊急呼出しが発信された後、ＦＡＰが、移動局とＰＤＥの間で交換されるメ
ッセージを転送して、移動局に関する位置推定を取得することが可能である。移動局に関
する位置推定は、要求される場合、緊急センタに供給されることが可能である。ＦＡＰは
、前述したとおり、他の仕方で、ＦＡＰ自らに関する、さらに／または移動局に関する測
位をサポートすることも可能である。
【００６９】
　図１１は、緊急呼出しをサポートするようにＭＦＩＦによって実行されるプロセス１１
００の設計を示す。例えば、図２から図６のステップｂで、ＭＦＩＦが、移動局に関する
緊急呼出しを開始するようにＦＡＰによって送信された第１のメッセージを受信すること
が可能である（ブロック１１１２）。例えば、図２から図４のステップｂまたは図５およ
び図６のステップｇで、ＭＦＩＦが、ＦＡＰに関する位置情報を受信することも可能であ
る（ブロック１１１４）。例えば、図２から図４のステップｃ、または図５および図６の
ステップｈで、ＭＦＩＦが、ＦＡＰに関する位置情報を備える第２のメッセージを第１の
ネットワークエンティティ（例えば、ＭＰＣまたはＰＤＥ）に送信することも可能である
（ブロック１１１６）。ＦＡＰに関する位置情報は、ＦＡＰの位置に基づいて特定された
マクロセルＩＤ、および、場合により、マクロＭＳＣ　ＩＤ、ＦＡＰに関する位置推定、
および／またはＦＡＰの位置に基づいて特定された他の情報を備えることが可能である。
ＦＡＰに関する位置情報は、ＦＡＰによって送信される第１のメッセージの中に含められ
ることが可能であり（例えば、図２から図４に示されるとおり）、またはＦＡＰの位置を
求める要求に応答してＦＡＰによって送信されることが可能である（例えば図５および図
６に示されるとおり）。いずれにしても、ＦＡＰに関する位置情報は、緊急呼出しに関す
る緊急センタを選択するのに使用されることが可能である。
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【００７０】
　例えば、図２から図４のステップｄで、図５のステップｊで、または図６のステップｋ
で、ＭＦＩＦが、第２のネットワークエンティティ（例えば、ＭＰＣ）から、緊急センタ
に関するルーティング情報を備える第３のメッセージを受信することが可能である（ブロ
ック１１１８）。第１のネットワークエンティティと第２のネットワークエンティティは
、同一のネットワークエンティティであっても、異なるネットワークエンティティであっ
てもよい。ルーティング情報は、ＦＡＰに関する位置情報に基づいて特定されることが可
能であり、ＥＲＳＫ、ＥＲＳＤ、および／または他の情報を備えることが可能である。例
えば、図２から図４のステップｅで、図５のステップｋで、または図６のステップｌで、
ＭＦＩＦが、ルーティング情報に基づく緊急センタに緊急呼出しを転送することが可能で
ある（ブロック１１２０）。
【００７１】
　例えば、図３のステップｆ、または図４のステップｇで、ＭＦＩＦが、第１のネットワ
ークエンティティまたは第２のネットワークエンティティからＦＡＰの位置を求める要求
を受信することが可能である。例えば、図３のステップｉ、または図４のステップｊで、
ＭＦＩＦは、ＦＡＰの位置が利用可能な場合、ＦＡＰに問い合わせることなしに、ＦＡＰ
の位置を第１のネットワークエンティティまたは第２のネットワークエンティティに供給
することが可能である。また、ＭＦＩＦは、ＦＡＰおよび／または移動局の測位をサポー
トすることも可能である。
【００７２】
　図１２は、緊急呼出しをサポートするのにＭＰＣによって実行されるプロセス１２００
の設計を示す。例えば、図２から図６のステップｃで、ＭＰＣが、ＦＡＰを介して移動局
によって発信された緊急呼出しに関する緊急センタに関するルーティング情報を取得する
ようにＭＦＩＦ（または他の何らかのネットワークエンティティ）によって送信された第
１のメッセージを受信することが可能である（ブロック１２１２）。例えば、図２から図
４のステップｃで、または図５および図６のステップｉで、ＭＰＣは、ＦＡＰに関する位
置情報を受信することも可能である（ブロック１２１４）。ＭＰＣが、ＦＡＰに関する位
置情報に基づいて、緊急センタに関するルーティング情報を特定することが可能である（
ブロック１２１６）。例えば、図２から図４のステップｄで、図５のステップｊで、また
は図６のステップｋで、ＭＰＣが、ルーティング情報を備える第２のメッセージをＭＦＩ
Ｆ（または他の何らかのネットワークエンティティ）に送信することが可能である（ブロ
ック１２１８）。
【００７３】
　一設計において、ＦＡＰに関する位置情報は、ＦＡＰの位置に基づいて特定されたマク
ロセルＩＤ、および、場合により、マクロＭＳＣ　ＩＤを備えることが可能である。ＭＰ
Ｃは、様々なセルＩＤに関するルーティング情報のデータベース、例えば、従来のＣＲＢ
Ｄの中で、マクロセルＩＤ、および、場合により、マクロＭＳＣ　ＩＤをルックアップす
ることによって、ルーティング情報を特定することが可能である。別の設計において、Ｆ
ＡＰに関する位置情報は、ＦＡＰに関する位置推定を備えることが可能である。ＭＰＣは
、様々な地理的区域に関するルーティング情報のデータベース、例えば、地理ＣＲＢＤを
ルックアップすることによって、ルーティング情報を特定することが可能である。
【００７４】
　一設計において、ＭＰＣが、ＦＡＰに関する位置推定を受信することが可能である。例
えば、図２のステップｉで、図３および図４のステップｍで、図５のステップｌで、また
は図６のステップｍで、その後、ＭＰＣは、緊急センタから移動局の位置を求める要求を
受信することが可能である。次に、ＭＰＣが、ＦＡＰに関する位置推定を緊急センタに送
信することが可能である。代替として、ＭＰＣは、移動局に関する位置推定を取得するよ
うに測位を開始することが可能であり、次に、位置推定を緊急センタに送信することが可
能である。
【００７５】
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　図１３は、測位のためにＦＡＰによって実行されるプロセス１３００の設計を示す。Ｆ
ＡＰは、ＦＡＰの測位のためにＰＤＥを相手にＩＳ－８０１セッションを確立することが
可能である（ブロック１３１２）。このＩＳ－８０１セッションは、ＰＤＥによって開始
される移動体を終端するＩＳ－８０１セッションであること、またはＦＡＰによって開始
される移動体を発信元とするＩＳ－８０１セッションであることが可能である。ＦＡＰは
、ＩＳ－８０１セッションを介してＰＤＥと通信して、ＦＡＰ自らに関する位置推定を取
得することが可能である（ブロック１３１４）。
【００７６】
　一設計において、このＩＳ－８０１セッションは、ＦＡＰの初期化中に確立されること
が可能である。ＦＡＰに関する位置推定は、ＦＡＰが、或る特定のネットワーク事業者の
ために或る特定の周波数帯域で動作することが許されるかどうかを判定するのに使用され
ることが可能である。別の設計において、このＩＳ－８０１セッションは、緊急呼出しを
発信するメッセージを移動局から受信する前に、または後に確立されることが可能である
。ＦＡＰに関する位置推定は、緊急呼出しに関する緊急センタを選択するのに使用される
ことが可能である。また、ＦＡＰに関する位置推定は、他の目的で使用されることも可能
である。
【００７７】
　図１４は、図１の移動局１１０、ＦＡＰ１２０、ＭＦＩＦ１３０、ＭＰＣ１４０、およ
びＰＤＥ１５０の設計のブロック図を示す。ＦＡＰ１２０が、ＦＡＰ１２０のカバレッジ
エリア内の移動局にトラヒックデータ、メッセージ／シグナリング、およびパイロットを
送信することが可能である。これらの様々なタイプのデータは、処理装置１４２０によっ
て処理され、送信機１４２４によって調整されて、移動局に送信されることが可能な順方
向リンク信号が生成されることが可能である。移動局１１０において、ＦＡＰ１２０から
の順方向リンク信号が、アンテナを介して受信され、受信機１４１４によって調整され、
処理装置１４１０によって処理されて、緊急呼出し、位置特定サービス、測位などの様々
なサービスのための様々なタイプの情報が取得されることが可能である。また、移動局１
１０が、ＦＡＰ１２０にトラヒックデータ、メッセージ／シグナリング、およびパイロッ
トを送信することも可能である。これらの様々なタイプのデータは、処理装置１４１０に
よって処理され、送信機１４１４によって調整されて、ＦＡＰ１２０に送信されることが
可能な逆方向リンク信号が生成されることが可能である。ＦＡＰ１２０において、移動局
１１０からの逆方向リンク信号が、受信機１４２４によって受信されて、調整され、処理
装置１４２０によってさらに処理されて、様々なタイプの情報が取得されることが可能で
ある。
【００７８】
　処理装置１４１０は、図９のプロセス９００、および／または本明細書で説明される技
術のための他のプロセスを実行する、または誘導することが可能である。また、処理装置
１４１０は、図２から図６の呼フローにおける移動局１１０に関する処理を実行すること
も可能である。処理装置１４２０は、図１０のプロセス１０００、図１３のプロセス１３
００、および／または本明細書で説明される技術のための他のプロセスを実行する、また
は誘導することが可能である。また、処理装置１４２０は、図２から図８の呼フローにお
けるＦＡＰ１２０に関する処理を実行することも可能である。メモリ１４１２および１４
２２が、それぞれ、移動局１１０およびＦＡＰ１２０に関するプログラムコードおよびデ
ータを格納することが可能である。ＦＡＰ１２０は、Ｃｏｍｍ（通信）ユニット１４２６
を介して他のネットワークエンティティと通信することが可能である。
【００７９】
　ＭＦＩＦ１３０内で、処理装置１４３０が、ＦＡＰに関する緊急呼出し、位置特定サー
ビス、測位、およびその他のサービスをサポートする様々な機能のための処理を実行する
ことが可能である。また、処理装置１４３０は、図１１のプロセス１１００、および／ま
たは本明細書で説明される技術のための他のプロセスを実行する、または誘導することも
可能である。また、処理装置１４３０は、図２から図８の呼フローにおけるＭＦＩＦ１３
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０に関する処理を実行することも可能である。メモリ１４３２が、ＭＦＩＦ１３０に関す
るプログラムコードおよびデータを格納することが可能である。通信ユニット１４３４が
、ＭＦＩＦ１３０が他のネットワークエンティティと通信することを許すことが可能であ
る。
【００８０】
　ＭＰＣ１４０内で、処理装置１４４０が、位置特定サービスをサポートする様々な機能
のための処理を実行することが可能である。また、処理装置１４４０は、図１２のプロセ
ス１２００、および／または本明細書で説明される技術のための他のプロセスを実行する
、または誘導することも可能である。また、処理装置１４４０は、図２から図８の呼フロ
ーにおけるＭＰＣ１４０に関する処理を実行することも可能である。メモリ１４４２が、
ＭＰＣ１４０に関するプログラムコードおよびデータを格納することが可能である。通信
ユニット１４４４が、ＭＰＣ１４０が他のネットワークエンティティと通信することを許
すことが可能である。
【００８１】
　ＰＤＥ１５０内で、処理装置１４５０が、測位をサポートする様々な機能のための処理
を実行することが可能である。また、処理装置１４５０は、図２から図８の呼フローにお
けるＰＤＥ１５０に関する処理を実行することも可能である。メモリ１４５２が、ＰＤＥ
１５０に関するプログラムコードおよびデータを格納することが可能である。通信ユニッ
ト１４５４が、ＰＤＥ１５０が他のネットワークエンティティと通信することを許すこと
が可能である。
【００８２】
　図１４は、様々なエンティティの簡略化されたブロック図を示す。一般に、各エンティ
ティは、任意の数の処理装置、メモリ、トランシーバ、通信ユニットなどを含むことが可
能である。
【００８３】
　情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれを使用して表現されることも
可能であることが、当業者には理解されよう。例えば、前段の説明の全体にわたって言及
されることが可能なデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチ
ップは、電圧、電流、電磁波、磁界または磁気粒子、光の場または粒子、または以上の任
意の組合せによって表現されることが可能である。
【００８４】
　本明細書の開示に関連して説明される様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路
、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェアとして実施されても、コンピュータ
ソフトウェアとして実施されても、あるいはその両方の組合せとして実施されてもよいこ
とが、当業者にはさらに認識されよう。ハードウェアとソフトウェアの、この互換性を明
確に示すのに、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、動作、およびス
テップが、概ね機能の点で以上に説明されてきた。そのような機能が、ハードウェアとし
て実施されるか、ソフトウェアとして実施されるかは、全体的なシステムに課される特定
の用途上の制約、および設計上の制約に依存する。当業者は、説明される機能を、それぞ
れの特定の用途に関して、様々な仕方で実施することができるが、そのような実施上の決
定が、本開示の範囲からの逸脱を生じさせるものと解釈されてはならない。
【００８５】
　本明細書で説明される方法は、用途に依存して様々な手段によって実施されることが可
能である。例えば、これらの方法は、ハードウェアで、ファームウェアで、ソフトウェア
で、または以上の任意の組合せで実施されることが可能である。ハードウェア実施形態の
場合、処理装置は、１つまたは複数のＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）、ＤＳＰ（ディ
ジタル信号プロセッサ）、ＤＳＰＤ（ディジタル信号処理デバイス）、ＰＬＤ（プログラ
マブル論理デバイス）、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレー）、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、電子デバイス、本明細
書で説明される機能を実行するように設計された他の電子ユニット、または以上の組合せ



(27) JP 5869062 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

の内部で実施されることが可能である。
【００８６】
　ファームウェア実施形態および／またはソフトウェア実施形態の場合、これらの方法は
、本明細書で説明される機能を実行するモジュール（例えば、手順、関数など）で実施さ
れることが可能である。命令を実体化する任意のマシン可読媒体が、本明細書で説明され
る方法を実施する際に使用されることが可能である。例えば、ソフトウェアコードがメモ
リの中に格納されて、処理装置によって実行されることが可能である。メモリは、処理装
置の内部に実装されても、処理装置の外部に実装されてもよい。本明細書で使用される「
メモリ」という用語は、任意のタイプの長期メモリ、短期メモリ、揮発性メモリ、不揮発
性メモリ、またはその他のメモリを指し、任意の特定のタイプのメモリ、もしくは任意の
特定の数のメモリ、またはメモリが格納される任意の特定のタイプの媒体に限定されない
。
【００８７】
　ファームウェアおよび／またはソフトウェアで実施される場合、機能は、コンピュータ
可読媒体上の１つまたは複数の命令またはコードとして格納されることが可能である。例
には、データ構造が符号化されたコンピュータ可読媒体、およびコンピュータプログラム
が符号化されたコンピュータ可読媒体が含まれる。コンピュータ可読媒体には、物理的コ
ンピュータ記憶媒体が含まれる。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任
意の利用可能な媒体であることが可能である。例として、限定としてではなく、そのよう
なコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭもしくは他の
光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージデバイス、
または命令もしくはデータ構造の形態で所望されるプログラムコードを格納するのに使用
されることが可能であり、さらにコンピュータによってアクセスされ得る他の任意の媒体
を備えることが可能であり、本明細書で使用されるディスク（disk）およびディスク（di
sc）には、ＣＤ（コンパクトディスク（disc））、レーザディスク（disc）、光ディスク
（disc）、ＤＶＤ（ディジタルバーサタイルディスク（disc））、フロッピー（登録商標
）ディスク（disk）、およびブルーレイディスク（disc）が含まれ、ただし、ディスク（
disk）は、通常、データを磁気的に再現するのに対して、ディスク（disc）は、レーザを
使用してデータを光学的に再現する。また、以上の媒体の組合せも、コンピュータ可読媒
体の範囲内に含められなければならない。
【００８８】
　コンピュータ可読媒体上のストレージに加えて、命令および／またはデータは、通信装
置に含まれる伝送媒体上の信号として供給されることも可能である。例えば、通信装置に
は、命令およびデータを示す信号を有するトランシーバが含まれることが可能である。こ
れらの命令およびデータが、特許請求の範囲で概要が述べられる機能を１つまたは複数の
プロセッサに実施させるように構成される。つまり、通信装置は、開示される機能を実行
する情報を示す信号を有する伝送媒体を含む。第１回目に、通信装置に含まれる伝送媒体
は、開示される機能を実行する情報の第１の部分を含むことが可能であるのに対して、第
２回目に、通信装置に含まれる伝送媒体は、開示される機能を実行する情報の第２の部分
を含むことが可能である。
【００８９】
　ＳＰＳ（衛星測位システム）は、エンティティが、送信機から受信された信号に少なく
とも部分的に基づいて、地球上の、または地球上空のエンティティの位置を特定すること
を可能にするように位置付けられた送信機のシステムを通常、含む。そのような送信機は
、所定の数のチップの繰り返されるＰＮ（擬似ランダム雑音）符号で印が付けられた信号
を通常、送信し、さらに地上ベースの制御局上、ユーザ機器上、および／または宇宙船上
に配置されることが可能である。或る特定の例において、そのような送信機は、地球軌道
を周回するＳＶ（衛星ビークル（satellite vehicle））上に配置されることが可能であ
る。例えば、ＧＰＳ（全地球測位システム）、ガリレオ（Galileo）、グロナス（Glonass
）、またはコンパス（Compass）などのＧＮＳＳ（全地球航法衛星システム）の構成のな



(28) JP 5869062 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

かの或るＳＶが、その構成のなかの他のＳＶ（例えば、ＧＰＳの場合のように各衛星に関
して異なるＰＮ符号を使用する、またはグロナスの場合のように異なる周波数の上で同一
の符号を使用する）によって送信されたＰＮ符号とは区別可能であるＰＮ符号で印を付け
られた信号を送信することが可能である。或る態様によれば、本明細書で提示される技術
は、ＳＰＳのための全地球システム（例えばＧＮＳＳ）に制限されない。例えば、本明細
書で提供される技術は、例えば、日本上空のＱＺＳＳ（準天頂衛星システム）、インド上
空のＩＲＮＳＳ（インド地域航法衛星システム）、中国上空の北斗（Beidou）などの、様
々な地域システム、ならびに／あるいは１つまたは複数の全地球型および／または地域型
の航法衛星システムに関連付けられることが可能な、またはそれ以外で、そのようなシス
テムで使用できるようにされることが可能である様々な補強システム（例えばＳＢＡＳ（
静止衛星型衛星航法補強システム（Satellite Based Augmentation System）））に適用
されることが可能であり、あるいはそれ以外で、そのようなシステムにおいて使用できる
ようにされることが可能である。例として、限定としてではなく、ＳＢＡＳには、例えば
、ＷＡＡＳ（広域補強システム）、ＥＧＮＯＳ（欧州静止航法オーバーレイサービス（Eu
ropean Geostationary Navigation Overlay Service））、ＭＳＡＳ（運輸多目的衛星用
航法補強システム（Multi-functional Satellite Augmentation System））、ＧＡＧＡＮ
（ＧＰＳ静止補正航法システム（GPS Aided Geo Augmented Navigation systemまたはGPS
 and Geo Augmented Navigation system））、および／または以上に類するシステムなど
の、完全性情報、ディファレンシャル補正などを提供する補強システムが含まれることが
可能である。このため、本明細書で使用されるＳＰＳには、１つまたは複数の全地球型お
よび／または地域型の航法衛星システムおよび／または補強システムの任意の組合せが含
まれることが可能であり、ＳＰＳ信号には、そのような１つまたは複数のＳＰＳに関連す
るＳＰＳ信号、ＳＰＳ様の信号、および／またはその他の信号が含まれることが可能であ
る。
【００９０】
　移動局（ＭＳ）は、セルラ通信デバイスもしくは他の無線通信デバイス、ＰＣＳ（パー
ソナル通信システム）デバイス、ＰＮＤ（パーソナルナビゲーションデバイス）、ＰＩＭ
（パーソナル情報マネージャー）、ＰＤＡ（携帯情報端末）、無線通信信号および／また
は無線ナビゲーション信号を受信することができるラップトップデバイスまたは他の適切
な移動デバイスなどのデバイスを指すことが可能である。また、移動局は、デバイスにお
いて、またはＰＮＤ（パーソナルナビゲーションデバイス）において衛星信号受信が行わ
れるか、支援データ受信が行われるか、さらに／または測位関連の処理が行われるかにか
かわらず、短距離の無線接続、赤外線接続、有線接続、またはその他の接続などによって
、ＰＮＤと通信するデバイスを指すことも可能である。また、移動局は、インターネット
、Ｗｉ－Ｆｉ、またはその他のネットワークなどを介して、さらにデバイスにおいて、サ
ーバにおいて、またはネットワークに関連する別のデバイスにおいて衛星信号受信が行わ
れるか、支援データ受信が行われるか、さらに／または測位関連の処理が行われるかにか
かわらず、サーバと通信することができる、無線通信デバイス、コンピュータ、ラップト
ップなどを含む、すべてのデバイスを指すことが可能である。また、以上の任意の動作可
能な組合せも、移動局と考えられることが可能である。
【００９１】
　本開示の以上の説明は、任意の当業者が本開示を作成する、または使用することを可能
にするように提供される。本開示の様々な変形が、当業者には直ちに明白となり、本明細
書で規定される一般的な原理は、本開示の範囲を逸脱することなく、他の変種に適用され
ることが可能である。このため、本開示は、本明細書で説明される実施例および設計に限
定されることは意図されず、本明細書で開示される原理および新奇な特徴と合致する最も
広い範囲を与えられるべきものとする。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　[１]　無線通信ネットワークにおける緊急呼出しをサポートする方法であって、
　緊急呼出しを発信するように移動局によってＦＡＰ（フェムトアクセスポイント）に送
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信された第１のメッセージを受信すること、および
　前記緊急呼出しに関する緊急センタを選択するのに使用されるように前記ＦＡＰに関す
る位置情報をネットワークエンティティに送信することを備える方法。
[２]　前記ＦＡＰの初期化中に前記ＦＡＰの位置を特定すること、および
　前記ＦＡＰの前記位置に基づいて前記ＦＡＰに関する前記位置情報を取得することをさ
らに備える[１]に記載の方法。
[３]　前記ＦＡＰの初期化中にＰＤＥ（位置算出エンティティ）と通信して、前記ＦＡＰ
に関する位置推定を取得することをさらに備え、前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、前
記位置推定を備える[１]に記載の方法。
[４]　前記ＦＡＰの位置に基づいて特定されたマクロセルＩＤ（識別情報）を取得するこ
とをさらに備え、前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、前記マクロセルＩＤを備える[１]
に記載の方法。
[５]　前記マクロセルＩＤは、前記ＦＡＰにおいて強い受信信号を有する、または前記Ｆ
ＡＰと重なり合うカバレッジを有するマクロセルに関する[４]に記載の方法。
[６]　前記マクロセルＩＤに基づいて特定されたマクロＭＳＣ（移動体交換局）ＩＤを取
得することをさらに備え、前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、前記マクロＭＳＣ　ＩＤ
をさらに備える[４]に記載の方法。
[７]　前記緊急呼出しを開始する第２のメッセージを前記ネットワークエンティティに送
信することをさらに備え、前記第２のメッセージは、前記ＦＡＰに関する前記位置情報を
備える[４]に記載の方法。
[８]　前記ネットワークエンティティから前記ＦＡＰの位置を求める要求を受信すること
をさらに備え、前記位置情報は、前記要求に応答して前記ＦＡＰによって送信される[１]
に記載の方法。
[９]　前記ネットワークエンティティから前記ＦＡＰの位置を求める要求を受信すること
、および
　前記ＦＡＰに関する位置推定を前記ネットワークエンティティに送信することをさらに
備え、前記ＦＡＰに関する前記位置推定は、前記移動局に関する位置推定として使用され
、さらに要求される場合、前記緊急センタに供給される[１]に記載の方法。
[１０]　前記ＦＡＰに関する位置推定を取得するようにＰＤＥ（位置算出エンティティ）
と通信することをさらに備え、前記ＦＡＰに関する前記位置推定は、前記移動局に関する
位置推定として使用され、さらに要求される場合、前記緊急センタに供給される[１]に記
載の方法。
[１１]　前記ＰＤＥと前記通信することは、前記ＰＤＥと前記ＦＡＰの間でＩＳ－８０１
セッションを確立することを備え、前記ＦＡＰに関する前記位置推定は、前記ＩＳ－８０
１セッションの結果、獲得される[１０]に記載の方法。
[１２]　前記緊急呼出しが発信された後、前記移動局に関する位置推定を取得するように
前記移動局とＰＤＥ（位置算出エンティティ）の間で交換されるメッセージを転送するこ
とをさらに備え、前記移動局に関する前記位置推定は、要求される場合、前記緊急センタ
に供給される[１]に記載の方法。
[１３]　緊急呼出しを発信するように移動局によってＦＡＰ（フェムトアクセスポイント
）に送信された第１のメッセージを受信する手段と、
　前記緊急呼出しに関する緊急センタを選択するのに使用されるように前記ＦＡＰに関す
る位置情報をネットワークエンティティに送信する手段とを備える装置。
[１４]　前記ＦＡＰの初期化中にＰＤＥ（位置算出エンティティ）と通信して、前記ＦＡ
Ｐに関する位置推定を取得する手段をさらに備え、前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、
前記位置推定を備える[１３]に記載の装置。
[１５]　前記ＦＡＰの位置に基づいて特定されたマクロセルＩＤ（識別情報）とマクロＭ
ＳＣ（移動交換局）ＩＤの少なくともいずれかを取得する手段をさらに備え、前記ＦＡＰ
に関する前記位置情報は、前記マクロセルＩＤと前記マクロＭＳＣ　ＩＤの少なくともい
ずれかを備える[１３]に記載の装置。
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[１６]　前記ネットワークエンティティから前記ＦＡＰの位置を求める要求を受信する手
段と、
　前記移動局に関する位置推定として使用され、さらに要求される場合、前記緊急センタ
に供給される前記ＦＡＰに関する位置推定を前記ネットワークエンティティに送信する手
段とをさらに備える[１３]に記載の装置。
[１７]　緊急呼出しを発信するように移動局によってＦＡＰ（フェムトアクセスポイント
）に送信された第１のメッセージを受信し、さらに前記緊急呼出しに関する緊急センタを
選択するのに使用されるように前記ＦＡＰに関する位置情報をネットワークエンティティ
に送信するように構成された少なくとも１つの処理装置を備える装置。
[１８]　前記少なくとも１つの処理装置は、前記ＦＡＰの初期化中にＰＤＥ（位置算出エ
ンティティ）と通信して、前記ＦＡＰに関する位置推定を取得するように構成され、前記
ＦＡＰに関する前記位置情報は、前記位置推定を備える[１７]に記載の装置。
[１９]　前記少なくとも１つの処理装置は、前記ＦＡＰの位置に基づいて特定されたマク
ロセルＩＤ（識別情報）とマクロＭＳＣ（移動交換局）ＩＤの少なくともいずれかを取得
するように構成され、前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、前記マクロセルＩＤと前記マ
クロＭＳＣ　ＩＤの少なくともいずれかを備える[１７]に記載の装置。
[２０]　前記少なくとも１つの処理装置は、前記ネットワークエンティティから前記ＦＡ
Ｐの位置を求める要求を受信し、さらに前記移動局に関する位置推定として使用され、さ
らに要求される場合、前記緊急センタに供給される前記ＦＡＰに関する位置推定を前記ネ
ットワークエンティティに送信するように構成される[１７]に記載の装置。
[２１]　処理装置によって実行されると動作を実行する命令が符号化されたコンピュータ
可読媒体であって、前記命令が
　緊急呼出しを発信するように移動局によってＦＡＰ（フェムトアクセスポイント）に送
信された第１のメッセージを受信するコードと、
　前記緊急呼出しに関する緊急センタを選択するのに使用されるように前記ＦＡＰに関す
る位置情報をネットワークエンティティに送信するコードとを備える、コンピュータ可読
媒体。
[２２]　無線通信ネットワークにおいて緊急呼出しを発信する方法であって、
　緊急呼出しを発信するように移動局からＦＡＰ（フェムトアクセスポイント）にメッセ
ージを送信し、前記緊急呼出しは、前記ＦＡＰに関する位置情報に基づいて選択された緊
急センタに接続されること、および
　前記緊急呼出しに関して前記緊急センタと通信することを備える方法。
[２３]　前記移動局に関する位置推定を取得するようにＰＤＥ（位置算出エンティティ）
と通信し、前記位置推定は、要求される場合、前記緊急センタに供給されることをさらに
備える[２２]に記載の方法。
[２４]　ＦＡＰ（フェムトアクセスポイント）に関する位置情報に基づいて選択された緊
急センタに接続される緊急呼出しを発信するように移動局から該ＦＡＰにメッセージを送
信する手段と、
　前記緊急呼出しに関して前記緊急センタと通信する手段とを備える装置。
[２５]　要求される場合、前記緊急センタに供給される前記移動局に関する位置推定を取
得するようにＰＤＥ（位置算出エンティティ）と通信する手段をさらに備える[２４]に記
載の装置。
[２６]　無線通信ネットワークにおいて緊急呼出しをサポートする方法であって、
　移動局に関する緊急呼出しを開始するようにＦＡＰ（フェムトアクセスポイント）によ
って送信された第１のメッセージを受信すること、
　前記ＦＡＰに関する位置情報を受信すること、および
　前記ＦＡＰに関する前記位置情報を備える第２のメッセージを第１のネットワークエン
ティティに送信することをさらに備え、前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、前記緊急呼
出しに関する緊急センタを選択するのに使用される方法。
[２７]　前記ＦＡＰに関する前記位置情報に基づいて特定される、第２のネットワークエ
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ンティティから前記緊急センタに関するルーティング情報を備える第３のメッセージを受
信すること、および
　前記ルーティング情報に基づいて前記緊急センタに前記緊急呼出しを転送することをさ
らに備える[２６]に記載の方法。
[２８]　前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、前記ＦＡＰの位置に基づいて特定されたマ
クロセルＩＤ（識別情報）を備える[２６]に記載の方法。
[２９]　前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、前記マクロセルＩＤに基づいて特定された
マクロＭＳＣ（移動体交換局）ＩＤをさらに備える[２８]に記載の方法。
[３０]　前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、前記ＦＡＰに関する位置推定を備える[２
６]に記載の方法。
[３１]　前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、前記ＦＡＰによって送信される前記第１の
メッセージの中で受信される[２６]に記載の方法。
[３２]　前記ＦＡＰの位置を求める要求を送信することをさらに備え、前記ＦＡＰに関す
る前記位置情報は、前記要求に応答して前記ＦＡＰによって送信される[２６]に記載の方
法。
[３３]　前記第１のネットワークエンティティまたは前記第２のネットワークエンティテ
ィから前記ＦＡＰの位置を求める要求を受信すること、および
　前記ＦＡＰの前記位置を、利用可能な場合、前記ＦＡＰに問い合わせることなしに、前
記第１のネットワークエンティティまたは前記第２のネットワークエンティティに供給す
ることをさらに備える[２７]に記載の方法。
[３４]　移動局に関する緊急呼出しを開始するようにＦＡＰ（フェムトアクセスポイント
）によって送信された第１のメッセージを受信する手段と、
　前記ＦＡＰに関する位置情報を受信する手段と、
　前記緊急呼出しに関する緊急センタを選択するのに使用される前記ＦＡＰに関する前記
位置情報を備える第２のメッセージを第１のネットワークエンティティに送信する手段と
を備える装置。
[３５]　第２のネットワークエンティティから、前記ＦＡＰに関する前記位置情報に基づ
いて特定される前記緊急センタに関するルーティング情報を備える第３のメッセージを受
信する手段と、
　前記ルーティング情報に基づいて前記緊急センタに前記緊急呼出しを転送する手段とを
さらに備える[３４]に記載の装置。
[３６]　前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、前記ＦＡＰの位置に基づいて特定されたマ
クロセルＩＤ（識別情報）とマクロＭＳＣ（移動体交換局）ＩＤの少なくともいずれかを
備える[３４]に記載の装置。
[３７]　前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、前記ＦＡＰに関する位置推定を備える[３
４]に記載の装置。
[３８]　無線通信ネットワークにおいて緊急呼出しをサポートする方法であって、
　ＦＡＰ（フェムトアクセスポイント）を介して移動局によって発信された緊急呼出しに
関する緊急センタに関するルーティング情報を取得するようにネットワークエンティティ
によってＭＰＣ（移動体測位センタ）に送信された第１のメッセージを受信すること、
　前記ＦＡＰに関する位置情報を受信すること、
　前記ＦＡＰに関する前記位置情報に基づいて前記緊急センタに関する前記ルーティング
情報を特定すること、および
　前記ルーティング情報を備える第２のメッセージを前記ＭＰＣから前記ネットワークエ
ンティティに送信することを備える方法。
[３９]　前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、前記ＦＡＰの位置に基づいて特定されたマ
クロセルＩＤ（識別情報）を備え、前記ルーティング情報は、様々なセルＩＤに関するル
ーティング情報のデータベースの中で前記マクロセルＩＤをルックアップすることによっ
て特定される[３８]に記載の方法。
[４０]　前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、前記マクロセルＩＤに基づいて特定された
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マクロＭＳＣ（移動体交換局）ＩＤをさらに備え、前記ルーティング情報は、前記データ
ベースの中で前記マクロＭＳＣ　ＩＤをさらにルックアップすることによって特定される
[３９]に記載の方法。
[４１]　前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、前記ＦＡＰに関する位置推定を備え、前記
ルーティング情報は、様々な地理的区域に関するルーティング情報のデータベースをルッ
クアップすることによって特定される[３８]に記載の方法。
[４２]　前記ＦＡＰに関する位置推定を受信すること、
　前記緊急センタから前記移動局の位置を求める要求を受信すること、および
　前記要求に応答して前記ＦＡＰに関する前記位置推定を前記緊急センタに送信すること
をさらに備える[３８]に記載の方法。
[４３]　ＦＡＰ（フェムトアクセスポイント）を介して移動局によって発信された緊急呼
出しに関する緊急センタに関するルーティング情報を取得するようにネットワークエンテ
ィティによってＭＰＣ（移動体測位センタ）に送信された第１のメッセージを受信する手
段と、
　前記ＦＡＰに関する位置情報を受信する手段と、
　前記ＦＡＰに関する前記位置情報に基づいて前記緊急センタに関する前記ルーティング
情報を特定する手段と、
　前記ルーティング情報を備える第２のメッセージを前記ＭＰＣから前記ネットワークエ
ンティティに送信する手段とを備える装置。
[４４]　前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、前記ＦＡＰの位置に基づいて特定されたマ
クロセルＩＤ（識別情報）とマクロＭＳＣ（移動体交換局）ＩＤの少なくともいずれかを
備え、さらに前記ルーティング情報を特定する前記手段は、前記ルーティング情報を取得
するようにデータベースの中で前記マクロセルＩＤと前記マクロＭＳＣ　ＩＤの少なくと
もいずれかをルックアップする手段を備える[４３]に記載の装置。
[４５]　前記ＦＡＰに関する前記位置情報は、前記ＦＡＰに関する位置推定を備え、さら
に前記ルーティング情報を特定するための前記手段は、前記ルーティング情報を取得する
ように、前記位置推定に基づいて様々な地理的区域に関するルーティング情報のデータベ
ースをルックアップする手段を備える[４３]に記載の装置。
[４６]　無線通信ネットワークにおいて測位を実行する方法であって、
　ＦＡＰ（フェムトアクセスポイント）とＰＤＥ（位置算出エンティティ）の間で、前記
ＦＡＰの測位のためにＩＳ－８０１セッションを確立すること、および
　前記ＦＡＰに関する位置推定を取得するように前記ＩＳ－８０１セッションを介して前
記ＰＤＥと通信することを備える方法。
[４７]　前記ＩＳ－８０１セッションは、前記ＦＡＰの初期化中に確立され、さらに前記
ＦＡＰに関する前記位置推定は、前記ＦＡＰが、或る特定のネットワーク事業者のために
或る特定の周波数帯域で動作することが許されるかどうかを判定するのに使用される[４
６]に記載の方法。
[４８]　緊急呼出しを発信するように移動局によって前記ＦＡＰに送信されたメッセージ
を受信することをさらに備え、前記ＦＡＰに関する前記位置推定は、前記緊急呼出しに関
する緊急センタを選択するのに使用される[４６]に記載の方法。
[４９]　ＦＡＰ（フェムトアクセスポイント）とＰＤＥ（位置算出エンティティ）の間で
、前記ＦＡＰの測位のためにＩＳ－８０１セッションを確立する手段と、
　前記ＦＡＰに関する位置推定を取得するように前記ＩＳ－８０１セッションを介して前
記ＰＤＥと通信する手段とを備える装置。
[５０]　前記ＩＳ－８０１セッションは、前記ＦＡＰの初期化中に確立され、さらに前記
ＦＡＰに関する前記位置推定は、前記ＦＡＰが、或る特定のネットワーク事業者のために
或る特定の周波数帯域で動作することが許されるかどうかを判定するのに使用される[４
９]に記載の装置。
[５１]　緊急呼出しを発信するように移動局によって前記ＦＡＰに送信されたメッセージ
を受信する手段をさらに備え、前記ＦＡＰに関する前記位置推定は、前記緊急呼出しに関
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