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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第１移動通信方式及び第２移動通信方式の複数の移動通信方式を選択可能と
された移動通信端末の位置情報を判定する推定位置情報選択装置であって、
　前記移動通信端末が通信を行う前記第１移動通信方式の第１基地局で測位することによ
り得られた該移動通信端末の存在位置であると推定される第１推定位置情報の位置精度を
示す第１精度情報と、前記移動通信端末が通信を行う前記第２移動通信方式の第２基地局
で測位することにより得られた該移動通信端末の存在位置であると推定される第２推定位
置情報の位置精度を示す第２精度情報とに基づいて、前記第１推定位置情報と前記第２推
定位置情報のうちから、前記移動通信端末の推定位置情報の位置精度が高い推定位置情報
を選択する推定位置情報選択部と、
　前記推定位置情報選択部において選択された推定位置情報を、前記移動通信端末の位置
情報として外部に通知する位置情報通知部と
を備え、
　前記第１精度情報は、前記移動通信端末の存在位置であると推定される第１推定位置か
ら、前記第１移動通信方式により形成された、該移動通信端末が存在する可能性が高い領
域の端部までの距離で示され、
　前記第２精度情報は、前記移動通信端末の存在位置であると推定される第２推定位置か
ら、前記第２移動通信方式により形成された、該移動通信端末が存在する可能性が高い領
域の端部までの距離で示される
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ことを特徴とする推定位置情報選択装置。
【請求項２】
　前記第１推定位置情報は、前記移動通信端末が最初に通信を行った前記第１移動通信方
式における該移動通信端末の推定位置情報であり、
　前記第２推定位置情報は、前記移動通信端末の通信が前記第１移動通信方式から前記第
２移動通信方式に切り替えられた後に該移動通信端末が通信を行う前記第２移動通信方式
における該移動通信端末の推定位置情報である
ことを特徴とする請求項１に記載の推定位置情報選択装置。
【請求項３】
　前記推定位置情報選択部は、
　前記第１推定位置情報及び前記第１精度情報と関連付けられた端末識別子と、前記第２
推定位置情報及び前記第２精度情報と関連付けられた端末識別子とが一致する場合に、前
記第１精度情報及び前記第２精度情報に基づいて、前記第１推定位置情報と前記第２推定
位置情報のうちから、前記移動通信端末の推定位置情報の位置精度が高い推定位置情報を
選択する
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の推定位置情報選択装置。
【請求項４】
　少なくとも第１移動通信方式及び第２移動通信方式の複数の移動通信方式を選択可能と
された移動通信端末の位置情報を通知する位置情報通知システムであって、
　前記移動通信端末と前記移動通信端末が通信を行う前記第１移動通信方式の第１基地局
との間で位置測位を行うことにより得られた測位結果に基づいて、該移動通信端末の存在
位置であると推定される第１推定位置情報を演算する第１推定位置情報演算部と、
　前記移動通信端末と前記移動通信端末が通信を行う前記第２移動通信方式の第２基地局
との間で位置測位を行うことにより得られた測位結果に基づいて、該移動通信端末の存在
位置であると推定される第２推定位置情報を演算する第２推定位置情報演算部と、
　前記移動通信端末から前記移動通信端末の接続先移動通信方式の切り替えを要求するハ
ンドオーバ要求信号を受信した場合、又は前記移動通信端末の接続先を切り替えるハンド
オーバ処理を実施する場合に、前記移動通信端末が通信を行う前記第１移動通信方式及び
前記第２移動通信方式のいずれかの移動通信方式の基地局に対して、該移動通信端末の存
在位置であると推定される推定位置の位置測位を要求する位置測位要求部と、前記位置測
位の測位結果に基づいて演算した前記移動通信端末の推定位置情報及び該推定位置情報の
位置精度を示す精度情報に対して、該移動通信端末を識別する端末識別子を関連付ける端
末識別子関連付部と、前記移動通信端末の移動通信方式を切り替えさせる通信方式切替信
号を該移動通信端末に対して送信する通信方式切替指示部と、前記位置測位の測位結果を
受信し、前記端末識別子が関連付けられた前記推定位置情報及び該推定位置情報の精度情
報を外部に送信する通信部とを備える移動通信端末制御装置と、
　前記第１基地局で測位することにより得られた前記第１推定位置情報の位置精度を示す
第１精度情報と、前記第２基地局で測位することにより得られた前記第２推定位置情報の
位置精度を示す第２精度情報とに基づいて、前記第１推定位置情報と前記第２推定位置情
報のうちから、前記移動通信端末の推定位置情報の位置精度が高い推定位置情報を選択す
る推定位置情報選択部と、前記推定位置情報選択部において選択された推定位置情報を前
記移動通信端末の位置情報として、前記移動通信端末の位置情報を用いたサービスを提供
するサービス提供装置に通知する位置情報通知部とを備える推定位置情報選択装置と、
を備え、
　前記第１精度情報は、前記移動通信端末の存在位置であると推定される第１推定位置か
ら、前記第１移動通信方式により形成された、該移動通信端末が存在する可能性が高い領
域の端部までの距離で示され、
　前記第２精度情報は、前記移動通信端末の存在位置であると推定される第２推定位置か
ら、前記第２移動通信方式により形成された、該移動通信端末が存在する可能性が高い領
域の端部までの距離で示される
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ことを特徴とする位置情報通知システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも第１移動通信方式及び第２移動通信方式の複数の移動通信方式を
選択可能とされた移動通信端末の位置情報を判定する推定位置情報選択装置、移動通信端
末制御装置及び位置情報通知システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の移動通信網に接続可能な移動通信端末が広く用いられている。
　従来の移動通信網として、ＧＥＲＡＮ（GSM EDGE Radio Access Network（GSMは登録商
標））といった２Ｇ（2nd Generation：第２世代移動通信システム）網やＵＴＲＡＮ（Un
iversal Terrestrial Radio Access Network）といった３Ｇ（3rd Generation：第３世代
移動通信システム）網がある。この従来の２Ｇ／３Ｇ網では、音声通話やデータ通信の両
サービスを取り扱っている。また、２Ｇ／３Ｇ網と比較してより高速のデータ通信を実現
するため、ＥＵＴＲＡＮ（Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network）とい
った３．９Ｇ（3.9 Generation）網がある。この３．９Ｇ網は、高速なデータ通信サービ
スを提供することが可能であるため、３．９Ｇ網対応の移動通信端末は３．９Ｇ網に優先
的に接続される。また、移動通信端末が３．９Ｇ網との通信ができない場合には、移動通
信端末が在圏する移動通信網が３．９Ｇ網から２Ｇ／３Ｇ網へと切り替えられた後、２Ｇ
／３Ｇ網を経由して通信が行われる。
【０００３】
　また、現在、３．９Ｇ網に在圏する移動通信端末が音声通話サービスの発信を行って音
声通話を行うためには、移動通信端末が在圏する移動通信網が３．９Ｇ網から２Ｇ／３Ｇ
網へと切り替えられた後、２Ｇ／３Ｇ網を経由して音声発信が行われる。これにより、当
該移動通信端末は、２Ｇ／３Ｇ網を利用した音声通話サービスを受けることができる。こ
のような移動通信網の切り替えは、ＣＳ(Circuit Switched) ｆａｌｌｂａｃｋ（以下、
ＣＳＦＢと記載する場合がある）と呼ばれる（非特許文献１）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】3GPP Specification detail，3GPP TS 23.272，Circuit Switched (CS)
 fallback in Evolved Packet System (EPS); Stage2
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、移動通信端末の現在位置において、複数の移動通信網に接続可能である
場合に、優先的に在圏するように設定された移動通信網で検出した位置情報よりも、非優
先の移動通信網で検出した位置情報の方が精度が高くなる場合がある。例えば非優先的に
在圏するように設定された網でのみ高度な位置測位を提供している場合や、基地局密度が
高い場合などに、非優先網で検出した位置情報の方が精度が高くなる可能性がある。
【０００６】
　また、優先網や非優先網の位置測位精度は状況によって変わる。例えば、非優先網の基
地局密度が優先網よりも高ければ、非優先網で移動通信端末の位置測位を行った方が位置
測位精度が良くなる可能性が高い。一方、優先網の方が基地局密度が高い、又は優先網で
のみ高度な位置測位を行っている場合には、優先網で移動通信端末の位置測位を行った方
が位置測位精度が良くなる可能性が高い。
【０００７】
　この状況は、ＣＳＦＢにより３．９Ｇ網から２Ｇ／３Ｇ網を経由して音声通話を行う現
状の通信形態において、位置情報を必要とする音声通話サービスを受ける場合に、精度の



(4) JP 6185747 B2 2017.8.23

10

20

30

40

50

低い位置情報を利用することになるおそれがある。位置情報を必要とする音声通話サービ
スが、例えば警察・海上保安庁及び消防等の緊急通報機関への通報であった場合、緊急通
報機関へ通知された位置情報の精度が低いことで、緊急通報機関の迅速かつ適切な対応に
支障が出るおそれがある。
【０００８】
　さらに、今後は３．９Ｇ網の基地局が増加し、２Ｇ／３Ｇ網の基地局が減少していくと
考えられ、３．９Ｇ網の基地局の密度に対して２Ｇ／３Ｇ網の基地局の密度が低くなって
いくと考えられる。一般的に、基地局の密度が高ければ測位精度が高く、基地局の密度が
低ければ測位精度が低くなる。したがって、３．９Ｇ網の基地局で測位した移動通信端末
の位置情報の精度が高くなるのに対し、２Ｇ／３Ｇ網の基地局で測位した移動通信端末の
位置情報の精度が低くなる可能性が高い。そして、双方の移動通信網の設備の導入状況は
地域によって異なり、また時期によっても異なる。
　そこで本発明は、上記問題点を解決し、移動通信端末の位置情報の精度が基地局の密度
や移動通信網の設備導入状況に依存しない推定位置情報選択装置、移動通信端末制御装置
及び位置情報通知システムの実現を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様による推定位置情報選択装置（例えば、図
１等に示すＧＭＬＣ１７又は図８に示すＳＩＮ１１４）は、少なくとも第１移動通信方式
及び第２移動通信方式の複数の移動通信方式を選択可能とされた移動通信端末の位置情報
を判定する推定位置情報選択装置であって、
　前記移動通信端末が通信を行う前記第１移動通信方式の第１基地局で測位することによ
り得られた該移動通信端末の存在位置であると推定される第１推定位置情報の位置精度を
示す第１精度情報と、前記移動通信端末が通信を行う前記第２移動通信方式の第２基地局
で測位することにより得られた該移動通信端末の存在位置であると推定される第２推定位
置情報の位置精度を示す第２精度情報とに基づいて、前記第１推定位置情報と前記第２推
定位置情報のうちから、前記移動通信端末の推定位置情報の位置精度が高い推定位置情報
を選択する推定位置情報選択部（例えば、図１等に示すＧＭＬＣ１７の推定位置情報選択
部１７ａ又は図８に示すＳＩＮ１１４の推定位置情報選択部１１４ｆ）と、
 　前記推定位置情報選択部において選択された推定位置情報を、前記移動通信端末の位
置情報として外部に通知する位置情報通知部（例えば、図４に示すＧＭＬＣ１７の通信部
１７ｄ又は図８に示すＳＩＮ１１４の通信部１４ａ）と、を備え、
　前記第１精度情報は、前記移動通信端末の存在位置であると推定される第１推定位置か
ら、前記第１移動通信方式により形成された、該移動通信端末が存在する可能性が高い領
域の端部までの距離で示され、
　前記第２精度情報は、前記移動通信端末の存在位置であると推定される第２推定位置か
ら、前記第２移動通信方式により形成された、該移動通信端末が存在する可能性が高い領
域の端部までの距離で示されることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の一態様による推定位置情報選択装置は、前記第１推定位置情報が前記移
動通信端末が最初に通信を行った前記第１移動通信方式における該移動通信端末の推定位
置情報であり、
　前記第２推定位置情報が前記移動通信端末の通信が前記第１移動通信方式から前記第２
移動通信方式に切り替えられた後に該移動通信端末が通信を行う前記第２移動通信方式に
おける該移動通信端末の推定位置情報であってもよい。
【００１１】
　また、本発明の一態様による推定位置情報選択装置は、前記推定位置情報選択部が、前
記第１推定位置情報及び前記第１精度情報と関連付けられた端末識別子と、前記第２推定
位置情報及び前記第２精度情報と関連付けられた端末識別子とが一致する場合に、前記第
１精度情報及び前記第２精度情報に基づいて、前記第１推定位置情報と前記第２推定位置
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情報のうちから、前記移動通信端末の推定位置情報の位置精度が高い推定位置情報を選択
してもよい。
【００１７】
　さらに、本発明の一態様による位置情報通知システム（例えば、図１に示す位置情報通
知システム１）は、少なくとも第１移動通信方式及び第２移動通信方式の複数の移動通信
方式を選択可能とされた移動通信端末の位置情報を通知する位置情報通知システムであっ
て、
　前記移動通信端末と前記移動通信端末が通信を行う前記第１移動通信方式の第１基地局
との間で位置測位を行うことにより得られた測位結果に基づいて、該移動通信端末の存在
位置であると推定される第１推定位置情報を演算する第１推定位置情報演算部（例えば、
図１等に示すｅＳＭＬＣ１３、ＲＮＣ１５）と、
　前記移動通信端末と前記移動通信端末が通信を行う前記第２移動通信方式の第２基地局
との間で位置測位を行うことにより得られた測位結果に基づいて、該移動通信端末の存在
位置であると推定される第２推定位置情報を演算する第２推定位置情報演算部（例えば、
図１等に示すｅＳＭＬＣ１３、ＲＮＣ１５）と、
　前記移動通信端末からの接続要求信号を受信した場合に、前記移動通信端末が通信を行
う前記第１移動通信方式及び前記第２移動通信方式のいずれかの移動通信方式の基地局に
対して、該移動通信端末の存在位置であると推定される推定位置の位置測位を要求する位
置測位要求部と、前記位置測位の測位結果に基づいて演算した前記移動通信端末の推定位
置情報及び該推定位置情報の位置精度を示す精度情報に対して、該移動通信端末を識別す
る端末識別子を関連付ける端末識別子関連付部と、前記移動通信端末の移動通信方式を切
り替えさせる通信方式切替信号を該移動通信端末に対して送信する通信方式切替指示部と
、前記位置測位の測位結果を受信し、前記端末識別子が関連付けられた前記推定位置情報
及び該推定位置情報の精度情報を外部に送信する通信部とを備える移動通信端末制御装置
（例えば、図１等に示すＭＭＥ１１、ＳＩＮ１４又は図８に示すＳＩＮ１１４）と、
　前記第１基地局で測位することにより得られた前記第１推定位置情報の位置精度を示す
第１精度情報と、前記第２基地局で測位することにより得られた前記第２推定位置情報の
位置精度を示す第２精度情報とに基づいて、前記第１推定位置情報と前記第２推定位置情
報のうちから、前記移動通信端末の推定位置情報の位置精度が高い推定位置情報を選択す
る推定位置情報選択部と、前記推定位置情報選択部において選択された推定位置情報を前
記移動通信端末の位置情報として、前記移動通信端末の位置情報を用いたサービスを提供
するサービス提供装置に通知する位置情報通知部とを備える推定位置情報選択装置（例え
ば、図１等に示すＧＭＬＣ１７又は図８に示すＳＩＮ１１４）と、
を備え、
　前記第１精度情報は、前記移動通信端末の存在位置であると推定される第１推定位置か
ら、前記第１移動通信方式により形成された、該移動通信端末が存在する可能性が高い領
域の端部までの距離で示され、
　前記第２精度情報は、前記移動通信端末の存在位置であると推定される第２推定位置か
ら、前記第２移動通信方式により形成された、該移動通信端末が存在する可能性が高い領
域の端部までの距離で示されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、移動通信端末の位置情報の精度を、基地局の密度や移動通信網の設備
導入状況に依存しにくくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１実施形態による位置情報通知システムの構成を示す概略図である。
【図２】本発明の第１実施形態によるＭＭＥの構成を示す概略図である。
【図３】本発明の第１実施形態によるＳＩＮの構成を示す概略図である。
【図４】本発明の第１実施形態によるＧＭＬＣの構成を示す概略図である。
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【図５】本発明の第１実施形態による推定位置の精度情報の第１の例を説明するための概
略図である。
【図６】本発明の第１実施形態による推定位置の精度情報の第２の例を説明するための概
略図である。
【図７】本発明の第１実施形態による位置情報通知システムの動作を示す概略図である。
【図８】本発明の第２実施形態によるＳＩＮ及びＧＭＬＣの構成を示す概略図である。
【図９】本発明の第２実施形態による位置情報通知システムの動作を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
１．第１実施形態
（位置情報通知システムの構成）
　本発明の第１実施形態による推定位置情報選択装置（推定位置情報選択部）、移動通信
端末制御装置（ＭＭＥ、ＳＩＮ）及びこれらを備えた位置情報通知システムについて、図
１から図７を用いて説明する。まず、本実施形態による位置情報通知システム１の構成に
ついて図１を用いて説明する。
　なお、本実施形態では、３Ｇ網及び３．９Ｇ網としてのＬＴＥ（Long Term Evolution
）網の双方に接続可能な移動通信端末からの音声通話による緊急通報の際に、当該移動通
信端末の位置情報として得られたうちの精度の高い位置情報を判定して緊急通報機関（Ｌ
ＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ（LoCation Service Client））に通知する例を説明する。
【００２１】
　図１は、本実施形態による位置情報通知システム１の概略構成を示す図である。図１に
示すように、本実施形態による位置情報通知システム１は、位置情報管理装置（Gateway 
Mobile Location Centre：ＧＭＬＣ）１７と、ＧＭＬＣ１７に接続された加入者管理サー
バ（Home Subscriber Server：ＨＳＳ）１８と、ＧＭＬＣ１７に接続されたＭＭＥ（Mobi
lity Management Entity）１１と、ＭＭＥ１１に接続された無線基地局（ｅＮｏｄｅＢ）
１２と、ＭＭＥ１１に接続された位置情報提供サーバ（Evolved Serving Mobile Locatio
n Center：ｅＳＭＬＣ）１３と、ＧＭＬＣ１７に接続された交換機（Signaling Interwor
king Node for 3G access:ＳＩＮ）１４と、ＳＩＮ１４に接続された無線ネットワーク制
御装置（Radio Network Controller：ＲＮＣ）１５と、ＲＮＣ１５に接続された無線基地
局（Base Transceiver Station：ＢＴＳ）１６と、ＧＭＬＣ１７に接続されたＬＣＳ－Ｃ
ｌｉｅｎｔ１９と、移動通信端末２０とを有している。本実施形態では、ＭＭＥ１１、ｅ
ＮｏｄｅＢ１２、ｅＳＭＬＣ１３、ＳＩＮ１４、ＲＮＣ１５、ＢＴＳ１６、ＧＭＬＣ１７
及びＨＳＳ１８を少なくとも含んでネットワークが構成されている。なお、ＭＭＥ１１、
ｅＮｏｄｅＢ１２及びｅＳＭＬＣ１３はＬＴＥ網の装置であり、ＳＩＮ１４、ＲＮＣ１５
及びＢＴＳ１６は３Ｇ網の装置である。
【００２２】
　ｅＮｏｄｅＢ１２は、特定の範囲に対してセル識別子（例えば、セルＩＤ）を送出する
ことによりＬＴＥ在圏エリア（在圏セル）Ｃ１を形成するようになっている。移動通信端
末２０がＬＴＥ在圏セルＣ１内にある場合には、ｅＮｏｄｅＢ１２は、当該移動通信端末
２０との間でＬＴＥ方式に従った無線通信を行うことができる。移動通信端末２０は、ｅ
ＮｏｄｅＢ１２を介してｅＮｏｄｅＢ１２の上流（上位）に位置しているＭＭＥ１１及び
ＧＭＬＣ１７と通信するようになっている。また、ｅＮｏｄｅＢ１２は、ＭＭＥ１１を介
したｅＳＭＬＣ１３からの基地局測位要求（以下、位置測位要求と記載する）に応じて、
移動通信端末２０との間で位置測位を行う。ｅＮｏｄｅＢ１２における具体的な位置測位
方法については後述する。ｅＮｏｄｅＢ１２は、無線アクセス制御機能を有している。こ
のため、ｅＮｏｄｅＢ１２は、ＢＴＳ１６と異なり、ＬＴＥ方式のコアネットワーク装置
の一構成であるＭＭＥ１１に直接接続できる。
【００２３】
　ＭＭＥ１１は、図示しないＰＣＲＦ（Policy And Charging Rules Function）、Ｐ－Ｇ
Ｗ（Packet Data Network－Gateway）及びＳ－ＧＷ（Serving－Gateway）とともに、コア
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ネットワーク装置を構成している。ＭＭＥ１１は、基地局の在圏セルＣ１レベルでの位置
測位を要求し、取得した位置測位情報を、位置測位対象の移動通信端末２０に対応する端
末識別子とともにＧＭＬＣ１７に送信する。また、ＭＭＥ１１において移動通信端末２０
の位置情報を通知する緊急通報先のＬＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ１９に対応する緊急通報先識別
子が把握可能な場合は、位置測位情報及び端末識別子とともに通知先識別子をＧＭＬＣ１
７に送信してもよい。また、ＭＭＥ１１は、ｅＮｏｄｅＢ１２と移動通信端末２０との間
での位置測位に係るｅＳＭＬＣ１３とｅＮｏｄｅＢ１２との間の通信を中継する。
【００２４】
　また、ＭＭＥ１１は、移動通信端末２０の移動管理、ＨＳＳ１８から通知される認証情
報に基づく移動通信端末２０の認証（セキュリティ制御）及びＳＧＷとｅＮｏｄｅＢ１２
との間におけるユーザデータの転送経路の設定処理などを行うようになっている。さらに
、ＭＭＥ１１は、移動通信端末２０の位置測位後に、移動通信端末２０に対して、通信を
行う基地局の切り替えを要求するハンドオーバ信号を送信する。本実施形態において、ハ
ンドオーバ信号としては、移動通信方式を切り替えさせる、すなわちＬＴＥ網に対する音
声発信要求を３Ｇ網に切り替えさせるＣＳＦＢ応答信号が挙げられる。
【００２５】
　ｅＳＭＬＣ１３は、移動通信端末２０から通知された位置測位結果に基づいて移動通信
端末２０の位置情報を算出する。また、ｅＳＭＬＣ１３は、位置情報の算出に伴い、ＭＭ
Ｅ１１を介してｅＮｏｄｅＢ１２に対して例えば電波測定要求信号を送信したり、ＧＭＬ
Ｃ１５に対して位置測位結果（演算結果）を送信する。ｅＳＭＬＣ１３における具体的な
位置情報算出方法については後述する。
【００２６】
　ＢＴＳ１６は、特定の範囲に対してセル識別子（例えば、セルＩＤ）を送出することに
より３Ｇ在圏エリア（在圏セル）Ｃ２を形成するようになっている。図１に示すように、
移動通信端末２０が３Ｇ在圏セルＣ２内にある場合には、ＢＴＳ１６は、移動通信端末２
０との間で３Ｇ通信方式に従った無線通信を行うことができる。移動通信端末２０は、Ｂ
ＴＳ１６を介してＢＴＳ１６の上流（上位）に位置しているＲＮＣ１５、ＳＩＮ１４及び
ＧＭＬＣ１７と通信するようになっている。セル識別子は基地局毎にそれぞれ付与されて
いる。このため、セル識別子を判定することにより、移動通信端末２０の在圏セルがどの
基地局に収容されているのかを区別することができる。
【００２７】
　ＲＮＣ１５は、ＢＴＳ１６に対応して設けられており、ＢＴＳ１６が形成する３Ｇ在圏
セルＣ２に在圏している移動通信端末２０の無線通信に関する処理を行う。具体的には、
ＲＮＣ１５は、移動通信端末２０の回線接続処理や通話時のハンドオーバ処理等を行う。
また、ＲＮＣ１５は、ＳＩＮ１４からの移動通信端末２０の位置測位要求に応じて、移動
通信端末２０との間で位置測位を行うとともに、移動通信端末２０から通知された位置測
位結果に基づいて移動通信端末２０の位置情報を算出する。さらに、ＲＮＣ１５は、自己
に対応付けられたＢＴＳ（本例では、ＢＴＳ１６）のセル識別子と、当該ＢＴＳが収容す
る在圏セルに在圏している移動通信端末２０の端末識別子（例えば、移動通信端末毎に付
与される識別番号ＩＭＥＩ（International Mobile Equipment Identity））とを対応付
けて記憶している。図１では、ＲＮＣ１５に接続されたＢＴＳや移動通信端末はそれぞれ
１つであるが、ＲＮＣ１５は、複数のＢＴＳを介して複数の移動通信端末を制御すること
ができる。なお、ＲＮＣは、基地局制御装置、無線制御局、等とも呼ばれる場合がある。
【００２８】
　ＳＩＮ１４は、コアネットワーク装置であり、移動通信端末２０が３Ｇ網に在圏する状
態で音声通信を行う場合に、仮想的にＳＩＰ（Session Initiation Protocol）機能を有
する端末として動作する。
　ＳＩＮ１４は、ＲＮＣ１５に対して基地局の在圏セルＣ２レベルでの位置測位を要求し
、取得した位置測位情報を、位置測位対象の移動通信端末２０に対応する端末識別子と、
緊急通報先のＬＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ１９に対応する緊急通報先識別子とともにＧＭＬＣ１
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７に送信する。緊急通報先のＬＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ１９に対応する識別子は、移動通信端
末２０の音声発信要求信号に基づいて、ＳＩＮ１４自身が保持するデータベースから取得
される。さらに、ＳＩＮ１４は、移動通信端末２０からの音声発信が緊急呼であるか否か
、すなわち移動通信端末２０の音声発信要求先が所定のＬＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ１９である
か否かを判断する機能を有していてもよい。そして、ＳＩＮ１４が、移動通信端末２０か
らの音声発信が緊急呼であると判断した場合にのみ、ＲＮＣ１５に対して位置測位要求を
行うようにしてもよい。これにより、位置測位にかかる処理負荷や通信負荷を抑制するこ
とができる。
【００２９】
　ＨＳＳ１８は、移動通信端末２０の端末識別子と対応付けられた加入者情報を記憶する
加入者情報記憶部（加入者情報データベース）であり、認証情報及び在圏情報の管理を行
う。また、ＨＳＳ１８は、ＧＭＬＣ１７からの加入者情報取得要求に対する応答として、
指定された端末識別子に対応付けられた、すなわち当該端末識別子を含む加入者情報をＧ
ＭＬＣ１７に送出するようになっている。なお、ＨＳＳ１８で管理する在圏情報は、各移
動通信端末がどのＲＮＣ又はｅＮｏｄｅＢ配下に在圏するかを示すものであり、ＨＳＳ１
８は具体的な緯度・経度等の位置情報の管理を行っていない。
【００３０】
　ＧＭＬＣ１７は、移動通信端末２０の推定位置情報に関するデータと当該推定位置情報
の精度情報（位置精度）とを管理する機能を有する。また、ＧＭＬＣ１７は、推定位置情
報と精度情報に対応付けられた移動通信端末２０の端末識別子と、移動通信端末２０から
の緊急通報先を示す緊急通報先識別子とを管理する機能を有する。ＧＭＬＣ１７は推定位
置情報選択部１７ａを備えている。推定位置情報選択部１７ａは、ＧＭＬＣ１７で管理さ
れた特定の移動通信端末２０の複数の推定位置情報のうち、精度の高い推定位置情報を判
定及び選択して移動通信端末２０の位置情報として通知する機能を備えている。ＭＭＥ１
１から受信した、移動通信端末２０の端末識別子に対応する位置測位情報と、ＳＩＮ１４
から受信した、移動通信端末２０に対応する位置測位情報とが、移動通信端末２０の複数
の推定位置情報に該当する。なお、推定位置情報選択部１７ａは、図１に示すようにＧＭ
ＬＣ１７の一機能として実現されていてもよいし、物理的にＧＭＬＣ１７とは別の装置と
して実現されていてもよい。
【００３１】
　本実施形態において、ＧＭＬＣ１７は、異なる移動通信網（３Ｇ網、ＬＴＥ網）のそれ
ぞれの基地局内で測位された移動通信端末２０の推定位置情報（推定座標（緯度・経度）
）のそれぞれ（３Ｇ網推定座標及びＬＴＥ網推定座標）を管理する。また、本実施形態に
おいて、推定位置情報選択部１７ａは、特定の移動通信端末２０の３Ｇ網推定座標及びＬ
ＴＥ網推定座標のうち、精度の高い推定座標を選択する。このとき、ＭＭＥ１１から受信
した、移動通信端末２０の端末識別子に対応する位置測位情報の精度情報と、ＳＩＮ１４
から受信した、移動通信端末２０に対応する位置測位情報の精度情報とを比較することに
より、精度の高い推定座標を選択する。推定位置情報選択部１７ａは、選択された推定座
標を、当該移動通信端末２０の位置情報として、ＳＩＮ１４から通知された緊急通報先識
別子に対応するＬＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ１９に通知する。また、ＧＭＬＣ１７は、ＳＩＮ１
４とＭＭＥ１１の双方から緊急通報先識別子が通知された場合、いずれかの緊急通報先識
別子を選択可能としてもよい。なお、ＬＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ１９に通知する位置情報の判
定方法は後述する。
【００３２】
　ＬＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ１９は、移動通信端末２０の位置情報の提供先システムである。
具体的には、例えば警察、海上保安庁又は消防等の緊急通報機関であり、緊急通報の発信
元移動通信端末２０の発信位置情報を特定し、救助活動等の緊急通報に対する対応を行う
機関である。ＬＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ１９は、ＧＭＬＣ１７とインターネットを介して、も
しくは専用線で接続され、ＧＭＬＣ１７から移動通信端末２０の位置情報を受信する。ま
た、ＬＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ１９は、図示しない公衆交換電話網（Public Switched Teleph
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one Network：ＰＳＴＮ）等により、移動通信端末２０からの音声による緊急通報を受信
する。
【００３３】
（ＭＭＥの構成）
　次に、ＭＭＥ１１の具体的な構成について図２を用いて説明する。
図２は、ＭＭＥ１１の概略構成を示すブロック図である。図２では、理解を容易にするた
め、ＭＭＥ１１に接続されたｅＮｏｄｅＢ１２、ｅＳＭＬＣ１３及びＧＭＬＣ１７が併せ
て示されている。
　図２に示すように、ＭＭＥ１１は、通信部１１ａと、位置測位要求部１１ｂと、端末識
別子関連付部１１ｃと、ハンドオーバ指示部（通信方式切替指示部）１１ｄとを備えてい
る。位置測位要求部１１ｂと、端末識別子関連付部１１ｃと、ハンドオーバ指示部１１ｄ
とは、図２に示すように、ＭＭＥ１１の一機能としてそれぞれ実現されていてもよいし、
ＭＭＥ１１とは物理的に別の装置としてそれぞれ実現されていてもよい。
【００３４】
　位置測位要求部１１ｂは、ｅＳＭＬＣ１３からの要求に応じて、通信部１１ａを介して
ｅＮｏｄｅＢ１２に位置測定要求信号を送信する。端末識別子関連付部１１ｃは、位置測
定要求の対象である移動通信端末２０の端末識別子と、通信部１１ａを介してｅＳＭＬＣ
１３から受信した移動通信端末２０の推定座標及び当該推定座標の精度情報とを関連付け
る。移動通信端末２０の推定座標及び当該推定座標の精度情報は、当該移動通信端末２０
のＬＴＥ網の基地局（基地局内装置ｅＮｏｄｅＢ１２）での測位結果に基づいてｅＳＭＬ
Ｃ１３で算出されたものである。ハンドオーバ指示部１１ｄは、ＬＴＥ網における移動通
信端末２０の位置測位後、移動通信端末２０に対して、当該移動通信端末２０の移動通信
網を他の移動通信網に切り替えるハンドオーバ信号を送信する。本実施形態において、ハ
ンドオーバ指示部１１ｄは、移動通信端末２０に対して、ハンドオーバ信号としてＣＳＦ
Ｂ応答信号を送信する。ＧＭＬＣ１７は、推定位置情報選択部１７ａを備える。ＧＭＬＣ
１７の詳細な構成については後述する。
【００３５】
（ＳＩＮの構成）
　次に、ＳＩＮ１４の具体的な構成について図３を用いて説明する。
　図３は、ＳＩＮ１４の概略構成を示すブロック図である。図３では、理解を容易にする
ため、ＳＩＮ１４に接続されたＲＮＣ１５及びＧＭＬＣ１７が併せて示されている。
　図３に示すように、ＳＩＮ１４は、通信部１４ａと、位置測位要求部１４ｂと、端末識
別子関連付部１４ｃと、ハンドオーバ指示部１４ｄと、緊急通報先データベース部１４ｅ
とを有している。通信部１４ａ、位置測位要求部１４ｂ及び端末識別子関連付部１４ｃは
、ＭＭＥ１１の通信部１１ａ、位置測位要求部１１及び端末識別子関連付部１１ｃと同様
の構成を有する。ハンドオーバ指示部１４ｄは、移動通信端末２０の移動通信網を他の移
動通信網に切り替える（３Ｇ網からＬＴＥ網に切り替える）ハンドオーバ信号を送信する
。ＳＩＮ１４のハンドオーバ指示部１４ｄは、本実施形態のように移動通信端末２０がＬ
ＴＥ網から３Ｇ網へＣＳＦＢする場合には特に機能しない。緊急通報先データベース部１
４ｅは、移動通信端末２０が音声接続を行う可能性のあるＬＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ１９を示
す緊急通報先識別子と、移動通信端末２０で入力したＬＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ１９の電話番
号等とが関連付けられて保持されている。
【００３６】
　位置測位要求部１４ｂと、端末識別子関連付部１４ｃと、ハンドオーバ指示部１４ｄと
、緊急通報先データベース部１４ｅとは、図３に示すように、ＳＩＮ１４の一機能として
それぞれ実現されていてもよいし、ＳＩＮ１４とは物理的に別の装置としてそれぞれ実現
されていてもよい。
【００３７】
（ＧＭＬＣの構成）
　次に、ＧＭＬＣ１７の具体的な構成について図４を用いて説明する。
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　図４は、推定位置情報選択部１７ａを含むＧＭＬＣ１７の概略構成を示すブロック図で
ある。図４では理解を容易にするため、ＧＭＬＣ１７に接続されたＨＳＳ１８、ＭＭＥ１
１及びｅＮｏｄｅＢ１２が併せて示されている。
　図４に示すように、ＧＭＬＣ１７は、推定位置情報選択部１７ａと、加入者情報取得部
１７ｂと、位置情報蓄積部１７ｃと、通信部１７ｄとを有している。推定位置情報選択部
１７ａ、加入者情報取得部１７ｂ、位置情報蓄積部１７ｃは、ＧＭＬＣ１７の一機能とし
てそれぞれ実現されていてもよいし、物理的に別の装置としてそれぞれ実現されていても
よい。
【００３８】
　推定位置情報選択部１７ａは、ＬＴＥ網推定座標と３Ｇ網推定座標とのうちから、移動
通信端末２０の推定座標の精度情報が高い推定座標を選択する。このとき、推定位置情報
選択部１７ａは、位置情報蓄積部１７ｃに蓄積された移動通信端末２０のＬＴＥ網推定座
標の精度情報と、３Ｇ網推定座標の精度情報とに基づいて精度情報が高い推定座標を選択
する。具体的には、推定位置情報選択部１７ａは、移動通信端末２０のＬＴＥ網推定座標
の精度情報と、３Ｇ網推定座標の精度情報とを比較する。移動通信端末２０のＬＴＥ網推
定座標の精度情報は、ｅＮｏｄｅＢ１２と移動通信端末２０の推定位置との間の距離で示
される。移動通信端末２０の３Ｇ網推定座標の精度情報は、ＢＴＳ１６と移動通信端末２
０の推定位置との距離で示される。そして、推定位置情報選択部１７ａは、位置精度が高
い推定座標、すなわち基地局（ｅＮｏｄｅＢ１２又はＢＴＳ１６）と移動通信端末２０の
推定位置との間の距離が短い方の推定座標を選択する。推定位置情報選択部１７ａは、選
択したＬＴＥ網推定座標又は３Ｇ網推定座標を移動通信端末２０の座標として、移動通信
端末２０の端末識別子とともに通信部１７ｄを介してＬＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ１９に通知す
る。
【００３９】
　加入者情報取得部１７ｂは、移動通信端末２０の端末識別子と対応付けられた加入者情
報を記憶するＨＳＳ１８を参照し、必要に応じて加入者情報を取得するようになっている
。加入者情報には、端末識別子、移動通信端末２０が配下に在圏するＢＴＳ１６又はｅＮ
ｏｄｅＢ１２を特定するための基地局番号及びセル識別子（セルＩＤ）等が含まれる。
　位置情報蓄積部１７ｃは、ＭＭＥ１１からＧＭＬＣ１７に通知された移動通信端末２０
のＬＴＥ網推定座標、ＬＴＥ網推定座標の精度情報及び端末識別子を一時的に蓄積する。
また、位置情報蓄積部１７ｃは、ＳＩＮ１４からＧＭＬＣ１７に通知された移動通信端末
２０の３Ｇ網推定座標、３Ｇ網推定座標の精度情報、端末識別子及び緊急通報先識別子を
一時的に蓄積する。なお、位置情報蓄積部１７ｃは、ＭＭＥ１１からＧＭＬＣ１７に緊急
通報先識別子が通知された場合には、さらに緊急通報先識別子を一時的に蓄積する。
【００４０】
　なお、ＭＭＥ１１から受信したＬＴＥ網推定座標、精度情報及び端末識別子、並びにＳ
ＩＮ１４から受信した３Ｇ網推定座標、精度情報、端末識別子及び緊急通報先識別子は必
ずしも全て位置情報蓄積部１７ｃに蓄積される必要はない。例えば、ＬＴＥ網での位置測
位が行われた後に３Ｇ網での位置測位が行われる場合、ＭＭＥ１１からＧＭＬＣ１７に送
信されたＬＴＥ網推定座標、精度情報及び端末識別子のみが位置情報蓄積部１７ｃに蓄積
されてもよい。
【００４１】
（移動通信端末の位置情報判定方法）
〔ＬＴＥ網での移動通信端末の位置測位方法〕
　以下、ＬＴＥ対応端末である移動通信端末２０の位置測位方法を説明する。
　本実施形態における移動通信端末２０の位置測位方法では、まず、ＬＴＥ網の基地局内
装置であるｅＮｏｄｅＢ１２と移動通信端末２０との間の電波測定を行う第１ステップを
有する。第１ステップの電波測定は、ｅＳＭＬＣ１３の位置測位要求に応じてｅＮｏｄｅ
Ｂ１２において実行される。
【００４２】
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　第１ステップでは、例えば、ＭＭＥ１１を介したｅＳＭＬＣ１３からの位置測位要求に
基づいて、ＬＴＥ基地局（ｅＮｏｄｅＢ１２）と移動通信端末２０との間での電波測定が
行われる。電波測定の第１の方法としては、ｅＮｏｄｅＢ１２から送信された電波が、移
動通信端末２０で受信され、受信応答がｅＮｏｄｅＢ１２に戻ってくるまでの折り返し時
間（Timing Advance：ＴＡ）を測定する方法（ＴＡ測位方式）が挙げられる。電波測定の
第２の方法としては、移動通信端末２０が基地局から受信した電波の受信強度（電波受信
強度）を取得する方法が挙げられる。
【００４３】
　第１ステップに続いて、移動通信端末２０のＬＴＥ基地局測位による電波測定結果に基
づいて、移動通信端末２０の推定位置情報（ＬＴＥ網推定座標（緯度・経度））と、当該
ＬＴＥ網推定座標の精度情報とを演算する第２ステップを実行する。第２ステップでは、
第１ステップで測定されたｅＮｏｄｅＢ１２と移動通信端末２０との間の電波測定結果に
基づいて、移動通信端末２０のＬＴＥ網推定座標を算出し、ＧＭＬＣ１７に送信する。こ
のとき、移動通信端末２０のＬＴＥ網推定座標とともに、当該ＬＴＥ網推定座標の精度情
報をＧＭＬＣ１７に送信する。このとき、ＬＴＥ網推定座標及び精度情報と、移動通信端
末２０の端末識別子とを関連付けてＧＭＬＣ１７に送信する。第２ステップは、ｅＮｏｄ
ｅＢ１２からの電波測定結果の受信に応じてｅＳＭＬＣ１３で実行される。
【００４４】
　以下、図５を用いて、移動通信端末２０のＬＴＥ網推定座標及び当該ＬＴＥ網推定座標
に関する精度情報の演算方法について説明する。
（ＬＴＥ網推定座標の第１の演算方法）
　第１の演算方法として、第１ステップで電波測定結果として取得した電波の折り返し時
間（ＴＡ）を用いたＬＴＥ網推定座標の演算方法について説明する。
　図５に示すように、移動通信端末２０は、ｅＮｏｄｅＢ１２を中心とし、ｅＮｏｄｅＢ
１２と移動通信端末２０の推定位置との間の距離ｒを半径とした円の円周上にあると推定
される。移動通信端末２０の推定位置は、電波測定結果として取得した電波の折り返し時
間ＴＡと送信した電波の伝搬速度とを乗算することによって算出される。図５中、このよ
うな円は、「ＴＡに基づく推定円」として図示されている。
【００４５】
　また、図５中、移動通信端末２０は、ＬＴＥ在圏セクタＳ１に在圏する。移動通信端末
２０は、ＬＴＥ在圏セクタＳ１内のＴＡに基づく推定円の円周上、すなわち、図５中、推
定円弧ａとして示される円弧上のいずれかの位置に存在する可能性が高いことは明らかで
ある。推定円弧ａは、ｅＮｏｄｅＢ１２のアンテナから送信される電波のビーム幅（図５
中、θで示す）を中心角とし、ｅＮｏｄｅＢ１２と移動通信端末２０の推定位置との間の
距離ｒを半径とした扇形の円弧である。
　ここで、在圏セクタとは、在圏エリアを複数に分割した各領域（セクタ）のうち、移動
通信端末２０が在圏するセクタをいう。
【００４６】
　第１の演算方法では、推定円弧ａとＬＴＥ在圏セクタＳ１のセクタ中心線との交点Ａの
座標（緯度・経度）を移動通信端末２０のＬＴＥ網推定座標とする。なお、セクタ中心線
とは、ＬＴＥ網在圏セクタＳ１のセクタ中心（図５中のＢ点）とｅＮｏｄｅＢ１２とを結
ぶ線であり、ｅＮｏｄｅＢ１２のアンテナから送信される電波のビーム幅θの二等分線と
一致する。セクタ中心は、例えばＬＴＥ在圏セクタＳ１の重心座標である。また、セクタ
中心は、ＬＴＥ在圏セクタＳ１の重心座標とは異なる座標である代表座標であってもよい
。例えば、ＬＴＥ在圏セクタＳ１の一部領域が山間部等の移動通信端末２０がほとんど存
在しないと推定される領域である場合に、この領域を除いた他の領域の重心座標等をセク
タ中心としてもよい。
【００４７】
　図５に示す交点Ａの座標は、例えば、電波測定結果である電波の折り返し時間（ＴＡ）
、電波を送信する基地局であるｅＮｏｄｅＢ１２の座標（緯度・経度）、並びに移動通信
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端末２０が在圏する在圏セクタを示すセクタＩＤに基づいて決定される、電波を送信する
アンテナの指向方向及びアンテナから送信される電波のビーム幅に基づいて演算すること
ができる。
【００４８】
（ＬＴＥ網推定座標に関する精度情報の演算方法）
　本実施形態では、図５で示される、移動通信端末２０のＬＴＥ網推定座標から推定円弧
ａの端部までの距離Ｒ（誤差半径Ｒ）を、移動通信端末２０のＬＴＥ網推定座標の精度を
示す「精度情報」とする。第１の位置測位方法において、誤差半径Ｒが小さいほど、推定
円弧ａ上のいずれかの位置にあると推定される移動通信端末２０の実際の座標とＬＴＥ網
推定座標（交点Ａ）との最大誤差が小さくなる。このため、誤差半径Ｒが小さいほどＬＴ
Ｅ網推定座標の精度が高いと判断される。
　ｅＳＭＬＣ１３で算出されたＬＴＥ網推定座標及び当該ＬＴＥ網推定座標の精度情報は
、ＧＭＬＣ１７に送信される。
　なお、「精度情報」として、上述の誤差半径Ｒではなく、ＴＡに基づく推定円の半径ｒ
を用いることも考えられる。しかしながら、ＴＡに基づく推定円の半径ｒを「精度情報」
とする場合に比べて、上述の誤差半径Ｒを「精度情報」とする方が最大誤差が小さいため
好ましい。
〔ＬＴＥ網での移動通信端末の第２の位置測位方法〕
　第２の位置測位方法では、電波測定結果として取得した電波受信強度に基づいて、移動
通信端末２０のＬＴＥ網推定座標と当該ＬＴＥ網推定座標に関する精度情報を算出する。
【００４９】
（推定座標の演算方法）
　以下、図６を用いて、第２の位置測位方法を用いた移動通信端末２０のＬＴＥ網推定座
標と、当該ＬＴＥ網推定座標に関する精度情報とについて説明する。
　第２の位置測位方法では、電波測定として、移動通信端末２０がｅＮｏｄｅＢ１２ａか
ら受信した電波の受信強度（電波受信強度（Reference Signal Received Power：基準信
号受信パワー）、以下ＲＳＲＰ値と記載することがある）を測定する。電波測定は、移動
通信端末２０が通信している基地局であるｅＮｏｄｅＢ１２ａから移動通信端末２０に対
して送信した電波の移動通信端末２０における電波受信強度を測定することによって行わ
れる。移動通信端末２０は、ｅＮｏｄｅＢ１２ａからの電波測定要求に対する応答信号と
して、電波受信強度をｅＮｏｄｅＢ１２ａに返信する。また、ｅＳＭＬＣ１３からの位置
測位要求に基づいて、ｅＮｏｄｅＢ１２ａの近隣の基地局であるｅＮｏｄｅＢ１２ｂ，１
２ｃと移動通信端末２０との間でもそれぞれ電波測定が行われ、移動通信端末２０におけ
る電波受信強度が測定される。この電波受信強度は、移動通信端末２０のＬＴＥ網在圏セ
クタＳ１の近隣セクタＳ２，Ｓ３のそれぞれにおけるＲＳＲＰ値である。
【００５０】
　本実施形態における第２の位置測位方法では、移動通信端末２０が在圏するＬＴＥ網在
圏セクタＳ１のＲＳＲＰ値と、当該ＬＴＥ網在圏セクタＳ１の近隣セクタＳ２，Ｓ３のＲ
ＳＲＰ値とを比較する。そして、ＲＳＲＰ値の差分が所定の閾値内となる近隣セクタ（以
下、隣接セクタと記載する場合がある）が存在しない場合には、在圏セクタの重心座標を
ＬＴＥ網における移動通信端末２０のＬＴＥ網推定座標とする。ＲＳＲＰ値の差分が所定
の閾値内となる隣接セクタが一つ以上存在する場合には、当該隣接セクタの重心座標と、
ＬＴＥ網在圏セクタＳ１の重心座標とを合成して移動通信端末２０のＬＴＥ網推定座標と
する。
【００５１】
　ここで、図６は、ＬＴＥ網在圏セクタＳ１のＲＳＲＰ値と近隣セクタＳ２，Ｓ３のＲＳ
ＲＰ値のそれぞれとの差分が所定の閾値内となる場合を示している。すなわち、図６にお
ける近隣セクタＳ２，Ｓ３は、隣接セクタである。このため、ＬＴＥ網在圏セクタＳ１の
重心座標Ｇａと、近隣セクタＳ２の重心座標Ｇｂと、近隣セクタＳ３の重心座標Ｇｃとを
合成した合成座標Ｐを、移動通信端末２０のＬＴＥ網推定座標とする。例えば、ＬＴＥ網
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在圏セクタＳ１の重心座標Ｇａが（Ｘａ，Ｙａ）、近隣セクタＳ２の重心座標Ｇｂが（Ｘ
ｂ，Ｙｂ）、近隣セクタＳ３の重心座標Ｇｃが（Ｘｃ，Ｙｃ）である場合、合成座標Ｐは
｛（Ｘａ＋Ｘｂ＋Ｘｃ）／３，（Ｙａ＋Ｙｂ＋Ｙｃ）／３｝となる。
【００５２】
（ＬＴＥ網推定座標に関する精度情報の演算方法）
　移動通信端末２０は、在圏するＬＴＥ網在圏セクタＳ１と、近隣セクタ（隣接セクタ）
Ｓ２，Ｓ３のセクタ領域が重複するセクタ重複領域（図６中、斜線で示す領域）内に存在
する可能性が高い。このため、第２の位置測位方法では、移動通信端末２０のＬＴＥ網推
定座標からセクタ重複領域の端部までの距離Ｒ（誤差半径Ｒ）を、移動通信端末２０のＬ
ＴＥ網推定座標の精度を示す「精度情報」とする。なお、ＬＴＥ網推定座標からセクタ重
複領域の端部とは、セクタ重複領域のうち、移動通信端末２０のＬＴＥ網推定座標から最
も遠い位置をいう。
【００５３】
　第２の位置測位方法では、誤差半径Ｒが小さいほど、セクタ重複領域内のいずれかの位
置にあると推定される移動通信端末２０の実際の座標とＬＴＥ網推定座標（合成座標Ｐ）
との最大誤差が小さくなる。このため、誤差半径Ｒが小さいほどＬＴＥ網推定座標の精度
が高いと判断される。
　ｅＳＭＬＣ１３で算出されたＬＴＥ網推定座標及び当該ＬＴＥ網推定座標の精度情報は
、ＧＭＬＣ１７に送信される。
【００５４】
　なお、「精度情報」として、上述の誤差半径Ｒではなく、移動通信端末２０が通信する
基地局であるｅＮｏｄｅＢ１２ａのセル半径ｒを用いることも考えられる。しかしながら
、ｅＮｏｄｅＢ１２ａのセル半径ｒを「精度情報」とする場合に比べて、上述の誤差半径
Ｒを「精度情報」とする方が最大誤差が小さくなる。このため、推定座標の位置精度が向
上する。
【００５５】
　また、ｅＮｏｄｅＢ１２ａ等の基地局を中心とするセル半径ｒは、基地局の密度や移動
通信網の設備状況によって大きく変化する。このため、ｅＮｏｄｅＢ１２ａのセル半径ｒ
を「精度情報」とした場合には、推定座標の精度が環境や時期によって大きく変化する。
一方、本実施形態の方法では、複数の基地局のセクタ領域が重複するセクタ重複領域に基
づいて精度情報が決定されるため、精度情報が基地局の密度や移動通信網の設備状況に依
存しにくい。
【００５６】
〔ＬＴＥ網での移動通信端末の第３の位置測位方法〕
　第３の位置測位方法では、電波受信強度及び位置の関係を示すデータベースを用い、当
該データベースと取得した電波受信強度とを比較して移動通信端末２０の推定位置情報を
検出する（パターンマッチング）。この時、データベースに基づいて、移動通信端末２０
が存在すると推定される領域を判定し、移動通信端末２０が存在すると推定される領域に
基づいて精度情報とする。
　なお、第３の方法は、電波受信強度及び位置の関係を示すデータベースを用いる。当該
データベースの作成のためには、移動通信網毎に電波受信強度の測定を行う必要があり労
力がかかるが、推定座標の検出精度が向上する点で好ましい。
【００５７】
〔３Ｇ網での移動通信端末の位置測位方法〕
（３Ｇ網推定座標・３Ｇ網推定座標に関する精度情報の演算方法）
　本実施形態における移動通信端末２０の位置測位方法は、移動通信端末２０がＬＴＥ網
から３Ｇ網に切り替えられた後に実行される第３ステップを有する。第３ステップでは、
第１ステップと同様に、３Ｇ網の基地局内装置であるＢＴＳ１６と移動通信端末２０との
間の電波測定を行う。 
【００５８】
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　第３ステップに続いて、移動通信端末２０の３Ｇ基地局測位による電波測定結果に基づ
いて、移動通信端末２０の推定位置情報（３Ｇ網推定座標（緯度・経度））と、当該３網
推定座標の精度情報とを演算する第４ステップを実行する。第４ステップでは、第３ステ
ップで測定されたＢＴＳ１６と移動通信端末２０との間の電波測定結果に基づいて、移動
通信端末２０の３Ｇ網推定座標及び当該３Ｇ網推定座標の精度情報を算出し、ＧＭＬＣ１
７に送信する。第４ステップでは、第２ステップと同様の方法により移動通信端末２０の
３Ｇ網推定座標及び精度情報が算出される。例えば、移動通信端末２０における電波の電
波受信強度の測定を行う場合には、通信を行っている３Ｇ網の基地局と、当該３Ｇｎｏ基
地局の近隣の３Ｇ網の基地局との間でそれぞれ電波受信強度（ＲＳＲＰ値）の測定を行う
。移動通信端末２０が在圏する３Ｇ網在圏セクタのＲＳＲＰ値と、当該３Ｇ網在圏セクタ
の近隣セクタのＲＳＲＰ値とを比較する。ＲＳＲＰ値の差分が所定の閾値内となる隣接セ
クタが一つ以上存在する場合には、当該隣接セクタの重心座標と、３Ｇ網在圏セクタの重
心座標とを合成して移動通信端末２０の３Ｇ網推定座標とする。
【００５９】
　演算して得た３Ｇ網推定座標及び当該３Ｇ網推定座標の精度情報と、移動通信端末２０
の端末識別子と、移動通信端末２０の位置情報を通知する緊急通報先の緊急通報先識別子
とを関連付けてＧＭＬＣ１７に送信する。第３及び第４ステップは、ＳＩＮ１４からの位
置測位要求に応じてＲＮＣ１５で実行される。
【００６０】
〔位置情報管理装置での位置情報判定方法〕
　ＧＭＬＣ１７の推定位置情報選択部１７ａは、ＭＭＥ１１から受信した移動通信端末２
０のＬＴＥ網推定座標の精度情報と、ＳＩＮ１４から受信した移動通信端末２０の３Ｇ網
推定座標の精度情報とを比較する。このとき、推定位置情報選択部１７ａは、ＬＴＥ網推
定座標に対応付けられた端末識別子と、３Ｇ網推定座標に対応付けられた端末識別子とが
一致する場合に、精度情報の比較を行う。推定位置情報選択部１７ａは、精度が高いと判
断した精度情報に対応する推定座標（ＬＴＥ網推定座標又は３Ｇ網推定座標）を、その精
度情報に対応する端末識別子が付与された移動通信端末２０の位置座標と判定する。
【００６１】
（位置情報通知動作の説明）
　図７に基づいて、本実施形態の位置座標通知動作を説明する。図７では、ＬＴＥと３Ｇ
との双方の移動通信方式を選択可能であり、ＬＴＥ網に優先的に在圏するように設定され
た移動通信端末２０を用いて、音声通話により位置情報を必要とする緊急通報を行う場合
について説明する。
　移動通信端末２０において、ＬＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ１９に対する緊急通報のための音声
呼発信操作がなされる（ステップＳ１０１）。移動通信端末２０は、ＬＴＥ系装置群のｅ
ＮｏｄｅＢ１２に対して接続要求信号を送信する（ステップＳ１０２ａ）。移動通信端末
２０からの接続要求信号の受信に応じて、ｅＮｏｄｅＢ（図７中、ｅＮＢと記載する）１
２は、ＭＭＥ１１に対して接続要求信号を送信する（ステップＳ１０２ｂ）。
【００６２】
　ＭＭＥ１１は、接続要求信号を受信したことに応じて、ｅＳＭＬＣ１３に位置測位要求
信号を送信する（ステップＳ１０３）。ｅＳＭＬＣ１３は、ＭＭＥ１１からの接続要求信
号を受信したことに応じて、ＭＭＥ１１を介してｅＮｏｄｅＢ１２に位置測位のための電
波測定要求を送信する（ステップＳ１０４ａ，Ｓ１０４ｂ）。ｅＮｏｄｅＢ１２は、ｅＳ
ＭＬＣ１３からの電波測定要求に応じて、ｅＮｏｄｅＢ１２と移動通信端末２０との間で
電波測定を実施する（ステップＳ１０５）。ステップＳ１０５での電波測定は、ＬＴＥ網
での移動通信端末の位置測位方法において説明した第１ステップ（電波の折り返し時間を
測定する第１の方法又は電波受信強度を測定する第２の方法のいずれか）に該当する。
【００６３】
　ｅＮｏｄｅＢ１２は、電波測定結果を、ＭＭＥ１１を介してｅＳＭＬＣ１３に送信する
（ステップＳ１０６ａ，Ｓ１０６ｂ）。ｅＳＭＬＣ１３は、受信した電波測定結果に基づ
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いて、ＬＴＥ網における移動通信端末２０の推定座標（緯度・経度）及び当該推定座標の
精度情報の演算を実施する（ステップＳ１０７）。ステップＳ１０７での演算は、ＬＴＥ
網での移動通信端末の位置測位方法において説明した第２ステップ（折り返し時間に基づ
いて演算する第１の方法又は電波受信強度に基づいて演算する第２、第３の方法のいずれ
か）に該当する。ｅＳＭＬＣ１３は、ｅＳＭＬＣ１３での演算結果（推定座標、精度情報
）を、ＭＭＥ１１を介してＧＭＬＣ１７に送信する（ステップＳ１０８ａ，Ｓ１０８ｂ）
。このとき、ＭＭＥ１１では、演算結果に、当該演算結果に対応する移動通信端末２０の
端末識別子を関連付けてから、演算結果と端末識別子とをＧＭＬＣ１７に送信する（ステ
ップＳ１０８ｂ）。
【００６４】
　ＭＭＥ１１から演算結果と端末識別子とを受信したＧＭＬＣ１７は、演算結果と端末識
別子とを一時蓄積する（ステップＳ１０９）。ＧＭＬＣ１７は、演算結果と端末識別子と
を一時蓄積後、ＭＭＥ１１に対して、位置測位結果を受信済みであるとの応答をする（ス
テップＳ１１０）。ＭＭＥ１１は、ＧＭＬＣ１７からの位置測位結果受信応答に応じて、
ｅＮｏｄｅＢ１２を介して移動通信端末２０にハンドオーバ信号（ＣＳＦＢ指示信号）を
送信する（ステップＳ１１１ａ，１１１ｂ）。ハンドオーバ信号を受信した移動通信端末
２０は、自機内にて、通信先移動通信網をＬＴＥ網から３Ｇ網に切り替えるハンドオーバ
処理を行う（ステップＳ１１２）。
【００６５】
　ハンドオーバ処理を行った移動通信端末２０は、３Ｇ系装置群のＲＮＣ１５に対してＣ
ＳＦＢ接続要求信号を送信する（ステップＳ１１３ａ）。移動通信端末２０からのＣＳＦ
Ｂ接続要求信号の受信に応じて、ＲＮＣ１５は、ＳＩＮ１４に対して接続要求信号を送信
する（ステップＳ１１３ｂ）。ＳＩＮ１４は、ＳＩＮ１４及び移動通信端末２０間、並び
にＳＩＮ１４及びＬＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ１９間でそれぞれ音声呼を確立することにより、
移動通信端末２０とＬＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ１９との間で音声呼を確立する（ステップＳ１
１４）。続いて、ＳＩＮ１４において、移動通信端末２０からの接続要求が、接続先への
位置情報の通知が必要な音声呼であるか否かを判断する。すなわち、ＳＩＮ１４において
、移動通信端末２０からの音声発信が緊急呼である（移動通信端末２０の音声発信要求先
が所定のＬＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ１９である）か否かを判断する（ステップＳ１１５）。移
動通信端末２０からの音声発信が緊急呼であると判断した場合、ＳＩＮ１４では、位置測
位が起動され（ステップＳ１１６）、ＲＮＣ１５に対して位置測位のための電波測定要求
を送信する（ステップＳ１１７）。
【００６６】
　ＲＮＣ１５は、ＳＩＮ１４からの電波測定要求に応じて、図示しないＢＴＳ１６と移動
通信端末２０との間で電波測定を実施する（ステップＳ１１８）。ステップＳ１１８での
電波測定は、３Ｇ網での移動通信端末の位置測位方法において説明した第３ステップに該
当する。また、ＲＮＣ１５は、電波測定結果に基づいて、３Ｇ網における移動通信端末２
０の推定座標（緯度・経度）及び当該推定座標の精度情報の演算を実施する（ステップＳ
１１９）。ステップＳ１１９での演算は、３Ｇ網での移動通信端末の位置測位方法におい
て説明した第４ステップに該当する。ＲＮＣ１５は、ＲＮＣ１５での演算結果（推定座標
、精度情報）を、ＳＩＮ１４を介してＧＭＬＣ１７に送信する（ステップＳ１２０ａ，Ｓ
１２０ｂ）。このとき、ＳＩＮ１４では、演算結果に、当該演算結果に対応する移動通信
端末２０の端末識別子と、移動通信端末２０の緊急通報先識別子とを関連付けてから、演
算結果と端末識別子とをＧＭＬＣ１７に送信する（ステップＳ１２０ｂ）。
【００６７】
　ＳＩＮ１４から演算結果、端末識別子及び緊急通報先識別子を受信したＧＭＬＣ１７は
、ＧＭＬＣ１７内に蓄積された情報のうち、受信した端末識別子と同一の端末識別子が関
連付けられたＬＴＥ網における演算結果のうちの精度情報を参照する。ＧＭＬＣ１７は、
ＬＴＥ網における精度情報と３Ｇ網における精度情報とを比較し、比較結果に応じて精度
の高い推定座標（ＬＴＥ網指定座標又は３Ｇ網推定座標）を選択する位置測位結果判定処
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理を行う（ステップＳ１２１）。ＧＭＬＣ１７は、選択した推定座標（ＬＴＥ網指定座標
又は３Ｇ網推定座標）を、移動通信端末２０の位置情報としてＬＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ１９
に通知する（ステップＳ１２２）。
　以上により、ＬＴＥ網で測位した移動通信端末２０の推定座標と、３Ｇ網で測位した移
動通信端末２０の推定座標とのうち、位置精度が高い一方を移動通信端末２０の位置情報
として得ることができる。これにより、ＬＴＥ網、３Ｇ網の設備の設備導入状況に影響さ
れることなく、移動通信端末２０の位置情報の精度を向上させることができる。
【００６８】
２．第２実施形態
　本発明の第２実施形態による推定位置情報選択装置、移動通信端末制御装置及びこれら
を備えた位置情報通知システムについて、図８及び図９を用いて説明する。第２実施形態
による位置情報通知システムは、第１実施形態のＧＭＬＣ１７に備えられた推定位置情報
選択部１７ａの機能が、ＧＭＬＣ１７に代えて３Ｇ系装置群のＳＩＮ１４内に備えられて
いる点で、第１実施形態による位置情報通知システムと異なる。
　図８は、第２実施形態によるＳＩＮ１１４及びＧＭＬＣ１１７の概略構成を示す図であ
る。第２実施形態によるＳＩＮ１１４は、ＭＭＥ１１との間で推定座標のデータを送受信
可能とされている。
【００６９】
　ＳＩＮ１１４は、第１実施形態によるＳＩＮ１４と同様の通信部１４ａと、位置測位要
求部１４ｂと、端末識別子関連付部１４ｃと、ハンドオーバ指示部１４ｄと、緊急通報先
データベース部１４ｅとを有している。また、ＳＩＮ１１４は、さらに推定位置情報選択
部１１４ｆと、位置情報蓄積部１１４ｇとを備えている。
　推定位置情報選択部１１４ｆは、ＬＴＥ網推定座標と３Ｇ網推定座標とのうちから、移
動通信端末２０の推定座標の精度情報が高い推定座標を選択する。推定位置情報選択部１
１４ｆは、ＭＭＥ１１から受信した移動通信端末２０のＬＴＥ網推定座標の精度情報と、
ＲＮＣ１５から受信した３Ｇ網推定座標の精度情報とに基づいて、精度情報が高い推定座
標を選択する。推定位置情報選択部１１４ｆは、選択したＬＴＥ網推定座標又は３Ｇ網推
定座標を移動通信端末２０の座標として、移動通信端末２０の端末識別子とともに通信部
１１４ａを介してＧＭＬＣ１１７に通知する。
【００７０】
　位置情報蓄積部１１４ｇは、ＲＮＣ１５からＳＩＮ１１４に通知された移動通信端末２
０のＬＴＥ網推定座標及びその精度情報を一時的に蓄積する。
　ＧＭＬＣ１１７は、ＳＩＮ１１４から受信した移動通信端末２０の座標をＬＣＳ－Ｃｌ
ｉｅｎｔ１９に通知する。
　図９に基づいて、第２実施形態の位置座標通知動作を説明する。なお、図９中、第１実
施形態の動作と異なる部分のみ説明する。
【００７１】
　移動通信端末２０からの緊急通報の発信（ステップＳ１０１）～ｅＳＭＬＣ１３での演
算結果のＭＭＥ１１への送信（ステップＳ１０８ａ）は、第１実施形態と同様である。第
２実施形態では、ｅＳＭＬＣ１３での演算結果（推定座標、精度情報）を、ＧＭＬＣ１７
の代わりにＳＩＮ１１４に送信する（ステップＳ２０８ｂ）。ＳＩＮ１１４は、ＭＭＥ１
１との間で推定座標のデータを送受信可能とされている。このとき、ＭＭＥ１１では、演
算結果に、当該演算結果に対応する移動通信端末２０の端末識別子を関連付けてから、演
算結果と端末識別子とをＧＭＬＣ１７に送信する（ステップＳ２０８ｂ）。
【００７２】
　ＭＭＥ１１から演算結果と端末識別子とを受信したＳＩＮ１１４は、演算結果と端末識
別子とを一時蓄積する（ステップＳ２０９）。ＳＩＮ１１４は、演算結果と端末識別子と
を一時蓄積後、ＭＭＥ１１に対して、位置測位結果を受信済みであるとの応答をする（ス
テップＳ２１０）。ＭＭＥ１１は、ＳＩＮ１１４からの位置測位結果受信応答に応じて、
ｅＮｏｄｅＢ１２を介して移動通信端末２０にハンドオーバ信号（ＣＳＦＢ指示信号）を



(17) JP 6185747 B2 2017.8.23

10

20

30

40

50

送信する（ステップＳ１１１ａ，１１１ｂ）。
【００７３】
　移動通信端末２０におけるハンドオーバ処理（ステップＳ１１２）～ＲＮＣ１５での演
算結果のＳＩＮ１１４への送信（ステップＳ１２０ａ）は、第１実施形態と同様である。
　ＲＮＣ１５から演算結果を受信したＳＩＮ１１４は、当該演算結果に対応する移動通信
端末２０の端末識別子を関連付けてから、ＳＩＮ１１４内に蓄積された情報のうち、受信
した端末識別子と同一の端末識別子が関連付けられたＬＴＥ網における演算結果のうちの
精度情報を参照する。ＳＩＮ１１４は、ＬＴＥ網における精度情報と３Ｇ網における精度
情報とを比較し、比較結果に応じて精度の高い推定座標（ＬＴＥ網指定座標又は３Ｇ網推
定座標）を選択する位置測位結果判定処理を行う（ステップＳ２２１）。ＳＩＮ１１４は
、選択した推定座標（ＬＴＥ網指定座標又は３Ｇ網推定座標）を移動通信端末２０の位置
情報として、ＧＭＬＣ１１７を介してＬＣＳ－Ｃｌｉｅｎｔ１９に通知する（ステップＳ
２２２ａ，Ｓ２２２ｂ）。
【００７４】
　以上により、ＬＴＥ網で測位した移動通信端末２０の推定座標と、３Ｇ網で測位した移
動通信端末２０の推定座標とのうち、位置精度が高い一方を移動通信端末２０の位置情報
として得ることができる。これにより、ＬＴＥ網、３Ｇ網の設備の設備導入状況に影響さ
れることなく、移動通信端末２０の位置情報の精度を向上させることができる。
【００７５】
３．変形例
　上述の各実施形態では、移動通信端末２０からのハンドオーバ要求時に、移動通信端末
２０からＭＭＥ１１に対して送信するハンドオーバ要求信号に対して、複数網位置測位要
求情報や移動通信端末２０のサービス種別（ＬＴＥ対応端末、３Ｇ対応端末等）情報を関
連付けるようにしてもよい。この場合、ＭＭＥ１１は、ハンドオーバ要求信号受信時に、
複数網位置測位要求情報やサービス種別情報に基づいて、ハンドオーバ要求信号を送信し
た移動通信端末２０が、複数網での位置測位を要求しているか否かを判断する。ＭＭＥ１
１は、当該移動通信端末２０が複数網での位置測位結果を要していると判断した場合にの
み、ＬＴＥ網及び３Ｇ網の双方の基地局に対してそれぞれ位置測位要求を送信する。ＬＴ
Ｅ網での位置測位結果は、ＭＭＥ１１からＳＩＮ１４又はＧＭＬＣ１７に対して送信する
。
　なお、移動通信端末２０からＳＩＮ１４に対してハンドオーバ要求信号が送信された場
合も同様である。
【００７６】
　複数網位置測位要求情報は、移動通信端末２０の通知先や利用するアプリケーションに
基づいて、精度の高い位置情報の通知が必要か否かを判断し、精度の高い位置情報の通知
が必要であると判断した場合に送信されるようにしてもよい。この場合、複数網位置測位
要求情報は、自動的に送信されてもよく、ユーザに対して送信確認要求を行い送信が許可
された場合に送信されるようにしてもよい。
【００７７】
　また、移動通信端末２０のユーザが、精度の高い位置情報の通知が必要であると判断し
た場合に、ユーザ自身が移動通信端末２０の操作部もしくは音声入力部等から指示を入力
して、複数網位置測位要求情報を送信させるようにしてもよい。
　このような構成とすることにより、ＬＴＥ網及び３Ｇ網の双方で常に位置情報を測位し
、位置精度の高い位置情報を選択する場合と比較して、ＭＭＥ１１及びＭＭＥ１１を含む
ＬＴＥ系装置群内での処理負荷やネットワーク負荷を抑制することができる。
【００７８】
　特に、必ずしも高い精度の位置情報を必要としないサービスに対して移動通信端末２０
の位置情報を通知する場合には、このような構成は効果的である。
　上述の各実施形態では、移動通信端末２０の通信網がＬＴＥ網から３Ｇ網に切り替えら
れる場合について説明したが、本発明にかかる実施形態はこれに限られない。すなわち、
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移動通信端末２０がまず３Ｇ網と通信を行って３Ｇ網推定座標及びその精度情報を演算し
た後、移動通信端末２０の通信網を３Ｇ網からＬＴＥ網に切り替えて、ＬＴＥ網推定座標
及びその精度情報を演算してもよい。
【００７９】
　また、上述の各実施形態では、位置情報を必要とする音声通話サービスとして、緊急通
報を例示したが、本発明にかかる実施形態はこれに限られない。本発明の位置情報通知シ
ステムは、移動通信端末２０に対して移動通信端末２０の位置情報を用いたサービスを提
供するサービス提供装置に対して、精度の高い移動通信端末２０の位置情報を通知する。
　このためサービス提供装置に対して音声通話による通報する場合に限られない。例えば
、音声通話を行わず、移動通信端末２０の操作に応じて位置情報を通知する場合でも、Ｌ
ＴＥ網と３Ｇ網との双方で測位して得た推定位置情報のうち精度の高い一方を選択して移
動通信端末２０の位置情報とすることができる。
【００８０】
　本発明は、コンピュータプログラムとして具体化することができる。例えば、推定位置
情報選択装置の機能を通信用プログラムとして実現することもできる。したがって、本発
明の一部または全ては、ハードウェアまたはソフトウェア（ファームウェア、常駐ソフト
ウェア、マイクロコード、ステートマシン、ゲートアレイ等を含む）に組み入れることが
できる。さらに、本発明は、コンピュータによって使用可能な、またはコンピュータ可読
の記憶媒体上のコンピュータプログラム製品の形態をとることができ、この媒体には、コ
ンピュータによって使用可能な、またはコンピュータ可読のプログラムコードが組み入れ
られる。本明細書のコンテキストでは、コンピュータによって使用可能な、またはコンピ
ュータ可読の媒体は、命令実行システム、装置若しくはデバイスによって、またはそれら
とともに使用されるプログラムを、収録する、記憶する、通信する、伝搬する、または搬
送することのできる、任意の媒体とすることができる。
【００８１】
　本発明の範囲は、図示され記載された例示的な実施形態に限定されるものではなく、本
発明が目的とするものと均等な効果をもたらす全ての実施形態をも含む。さらに、本発明
の範囲は、請求項により画される発明の特徴の組み合わせに限定されるものではなく、全
ての開示されたそれぞれの特徴のうち特定の特徴のあらゆる所望する組み合わせによって
画されうる。
【符号の説明】
【００８２】
１・・・位置情報通知システム
１１・・・ＭＭＥ
１１ａ・・・通信部
１１ｂ・・・位置測位要求部
１１ｃ・・・端末識別子関連付部
１１ｄ・・・ハンドオーバ指示部
１２・・・ｅＮｏｄｅＢ
１３・・・ｅＳＭＬＣ
１４，１１４・・・ＳＩＮ
１４ａ・・・通信部
１４ｂ・・・位置測位要求部
１４ｃ・・・端末識別子関連付部
１４ｄ・・・ハンドオーバ指示部
１４ｅ・・・緊急通報先データベース部
１５・・・ＲＮＣ
１６・・・ＢＴＳ
１７，１１７・・・ＧＭＬＣ
１７ａ，１１４ｅ・・・推定位置情報選択部
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１７ｂ・・・加入者情報取得部
１７ｃ，１１４ｆ・・・位置情報蓄積部
１７ｄ・・・通信部
２０・・・移動通信端末

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】
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