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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線インタフェースを通じて無線アクセスネットワークと通信する無線端末を動作させ
る方法であって、
　前記無線アクセスネットワークの１つ以上のセルから送信されるダウンリンク信号につ
いて前記無線端末が測定を行うこと又は前記無線端末によって送信されるアップリンク信
号について前記無線アクセスネットワークの１つ以上のセルが測定を行うことを示すメッ
セージを、前記無線端末が、アイドル期間を含む不連続受信（ＤＲＸ）モードである間に
、前記無線アクセスネットワークから受信することと、
　前記メッセージの受信に応じて、前記ＤＲＸモードに関連付けられたパラメータを変更
し、当該変更されたパラメータに基づいて、前記測定の実行を促進するために前記ＤＲＸ
モードの少なくとも１つのアイドル期間を短縮または削除することと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　測定を行うことを示すメッセージの受信は、セル識別子の検出を行うことを示すメッセ
ージの受信を含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記測定は、前記無線端末の位置を判定するための測定である
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
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【請求項４】
　前記測定は、異なる複数のセルからの基準信号の到達時間差の測定を含む
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記メッセージは、測定要求メッセージであり、前記測定要求メッセージは、前記無線
アクセスネットワークの１つ以上のセルから前記無線端末が受信する信号について測定を
行うことを前記無線端末に指示するよう設定されている
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記測定の実行の完了に応じて前記ＤＲＸモードに復帰することを更に含む
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記メッセージは、前記無線アクセスネットワークの１つ以上のセルから送信されるダ
ウンリンク信号について前記無線端末が測定を行うことを示す
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記メッセージは、前記無線端末によって送信されるアップリンク信号について前記無
線アクセスネットワークの１つ以上のセルが測定を行うことを示す
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＤＲＸモードの少なくとも１つのアイドル期間の短縮または削除は、前記測定の実
行前に実行される
　ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　無線端末であって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　命令を含む少なくとも１つのメモリとを備え、前記命令は、前記少なくとも１つのプロ
セッサによって実行されたときに前記無線端末に、
　無線アクセスネットワークの１つ以上のノードから送信されるダウンリンク信号につい
て前記無線端末が測定を行うこと又は前記無線端末によって送信されるアップリンク信号
について前記無線アクセスネットワークの１つ以上のセルが測定を行うことを示すメッセ
ージを、前記無線アクセスネットワークから受信することと、
　前記メッセージの受信に応じて、前記ＤＲＸモードに関連付けられたパラメータを変更
し、当該変更されたパラメータに基づいて、前記測定の実行を促進するために前記ＤＲＸ
モードの少なくとも１つのアイドル期間を短縮または削除することと、
　を行わせることを特徴とする無線端末。
【請求項１１】
　測定を行うことを示すメッセージの受信は、セル識別子の検出を行うことを示すメッセ
ージの受信を含む
　ことを特徴とする請求項１０に記載の無線端末。
【請求項１２】
　前記測定は、前記無線端末の位置を判定するための測定である
　ことを特徴とする請求項１０又は１１に記載の無線端末。
【請求項１３】
　前記測定は、異なる複数のセルからの基準信号の到達時間差の測定を含む
　ことを特徴とする請求項１０乃至１２のいずれか１項に記載の無線端末。
【請求項１４】
　前記メッセージは、測定要求メッセージであり、前記少なくとも１つのメモリは、前記
少なくとも１つのプロセッサによって実行されたときに前記無線端末に、前記無線アクセ
スネットワークの１つ以上のセルから位置判定信号を受信させる命令を更に含み、前記測
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定要求メッセージは、前記位置判定信号に対する測定を行うことを前記無線端末に指示す
るよう設定されている
　ことを特徴とする請求項１０乃至１３のいずれか１項に記載の無線端末。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのメモリは、前記少なくとも１つのプロセッサによって実行された
ときに前記無線端末に、前記測定の実行の完了に応じて前記ＤＲＸモードに復帰させる命
令を更に含む
　ことを特徴とする請求項１０乃至１４のいずれか１項に記載の無線端末。
【請求項１６】
　前記メッセージは、前記無線アクセスネットワークの１つ以上のセルから送信されるダ
ウンリンク信号について前記無線端末が測定を行うことを示す
　ことを特徴とする請求項１０乃至１５のいずれか１項に記載の無線端末。
【請求項１７】
　前記メッセージは、前記無線端末によって送信されるアップリンク信号について前記無
線アクセスネットワークの１つ以上のセルが測定を行うことを示す
　ことを特徴とする請求項１０乃至１５のいずれか１項に記載の無線端末。
【請求項１８】
　前記ＤＲＸモードの少なくとも１つのアイドル期間の短縮または削除は、前記測定の実
行前に実行される
　ことを特徴とする請求項１０乃至１７のいずれか１項に記載の無線端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気通信に関するものであり、特に無線端末が不連続受信（ＤＲＸ：discon
tinuous reception）モードおよび不連続送信（ＤＴＸ：discontinuous transmission）
モードの少なくともいずれかで動作しているかまたは動作し続けている際に、測定を行う
方法および装置に特に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　典型的なセルラ無線システムでは、無線端末（移動局および／またはユーザ装置ユニッ
ト（ＵＥ）としても知られている）が、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）を介して、
１つ以上のコアネットワークと通信する。無線端末は、移動電話機（「セルラ」電話機）
や例えば移動終端（mobile termination）などの無線能力を有するラップトップなどの、
移動局またはユーザ装置ユニット（ＵＥ）であってもよく、従って、例えば、ポータブル
型、ポケット型、ハンドヘルド型、コンピュータ内蔵型、または車載型の、無線アクセス
ネットワークと音声およびデータの少なくともいずれかを通信する移動デバイスであって
もよい。
【０００３】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）は、地理的エリアをカバーし、その地理的エリア
は、セルエリアに分割され、各セルエリアは、ネットワークによっては「ノードＢ」、「
Ｂノード」、または（ＬＴＥでは）ｅＮｏｄｅＢとも称される無線基地局（ＲＢＳ）を例
とする、基地局からサービスを提供される。セルは、基地局サイトの無線基地局装置が無
線カバレッジを提供する地理的エリアである。各セルは、その地域の無線エリア内の識別
子によって識別され、その識別子は、セル内でブロードキャストされる。基地局は、基地
局の範囲内のユーザ装置ユニット（ＵＥ）と、無線周波数で動作しているエアインタフェ
ースを通じて通信する。
【０００４】
　無線アクセスネットワークの種類によっては、幾つかの基地局が、通常、無線ネットワ
ークコントローラ（ＲＮＣ）に（例えば、有線または無線で）接続されている。無線ネッ
トワークコントローラは、時には基地局コントローラ（ＢＳＣ）とも称され、自装置に接
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続された複数の基地局の種々の動作を管理・調整する。無線ネットワークコントローラは
、通常、１つ以上のコアネットワークに接続されている。
【０００５】
　ＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunications System）は、ＧＳＭ（Global Syste
m for Mobile Communications）（登録商標）から発展した第３世代移動通信システムで
あり、広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）（登録商標）アクセス技術に基づく改善し
た移動通信サービスを提供するよう意図されている。ＵＴＲＡＮ（Universal Terrestria
l Radio Access Network）は、本質的に、ユーザ装置ユニット（ＵＥ）に対して広帯域符
号分割多元接続を使用する無線アクセスネットワークである。第３世代パートナーシップ
プロジェクト（３ＧＰＰ）として知られる団体が、ＵＴＲＡＮおよびＧＳＭベースの無線
アクセスネットワーク技術をさらに発展させることに取り組んでいる。
【０００６】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Evolved UTRAN）に関する仕様化が、第３世代パートナーシッププロ
ジェクト（３ＧＰＰ）内で進行中である。Ｅ－ＵＴＲＡＮに対して使用される別の名称は
、ＬＴＥ（Long Term Evolution）無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）である。ＬＴＥ
は、３ＧＰＰ無線アクセス技術の一変形であり、無線基地局ノードが、無線ネットワーク
コントローラ（ＲＮＣ）ノードでなく、コアネットワークに直接接続される。一般にＬＴ
Ｅでは、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）ノードの機能は、無線基地局ノードで
行われる。このような状況から、ＬＴＥシステムの無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）
は、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）ノードに報告しない無線基地局ノードを備
える本質的に「フラットな」アーキテクチャを有する。Ｅ－ＵＴＲＡＮは、無線端末向け
に進化型ＵＴＲＡユーザプレーンおよび制御プレーンプロトコル終端を提供する進化型基
地局ノード、例えば進化型ノードＢまたはｅＮＢなどを備える。
【０００７】
　他の無線アクセス技術と同様にＬＴＥでも、ネットワークが無線端末（ＵＥ）の地理的
位置を妥当な精度で知ることは有利である。実際のところ、国または管轄区によっては、
ネットワークが所定の距離範囲（例えば、数十メートル）内かつ規定の時間内にＵＥの所
在を突き止められることを義務付けている。この要件は、ＵＥを操作する人に対する緊急
サービスなどのＵＥへのサービスを促進するために、または安全管理の理由から、課され
ることが多い。
【０００８】
　ＵＥの地理的位置についての知識は、通常、ＵＥが自装置の地理的位置を判定し、その
地理的位置を、ＵＥを操作する人とネットワークに報告することによってもたらされる。
ＵＥを操作する人にその位置を知らせる能力は、ＵＥの操作者にとって大きな有用性を有
することがあり、実際のところ、そのような位置報告サービスへの加入は、ネットワーク
オペレータにとって収入源になり得る。
【０００９】
　全地球航法衛星システム（ＧＮＳＳ）は、ＵＥ操作者などの加入者がその位置を突き止
め、他の関連するナビゲーション情報を取得するのを可能にする衛星航法システムに対す
る標準的な一般名称である。全地球測位システム（ＧＰＳ）および欧州のガリレオ測位シ
ステムは、ＧＮＳＳの良く知られた例である。
【００１０】
　全地球航法衛星システム（ＧＮＳＳ）だけでなく、非ＧＮＳＳ測位法もまた、ＵＥ位置
を判定するために利用されている。１つの提案によれば、状況によっては、ＧＮＳＳベー
スの測位法が主要な位置決め（測位）技術（positioning technique）として利用されて
もよいのに対して、非ＧＮＳＳ測位法は、補助的またはバックアップの測位技術として利
用されてもよい。これに関しては、本明細書に引用して援用する非特許文献１を参照され
たい。他のＵＥの測位技術は、例えば（１）非特許文献２および（２）非特許文献３に記
載されており、両方とも、その内容をすべて本明細書に引用して援用する。
【００１１】
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　非ＧＮＳＳ測位法は、地上測位法と称されることも多い。この地上測位法は、通常、Ｕ
Ｅと基地局などの無線ネットワークノードとの少なくともいずれかが測定した信号に基づ
き、ＵＥ位置を判定する。そのような信号および方法の例には、セル識別子ベースの方法
、異なる基地局においてアップリンクにおける信号の到達時間差（Ｕ－ＴＤＯＡ）を検出
するネットワークベースの方法、３つ以上のセルからの信号の到達時間差を観測するＵＥ
ベースの方法（ＯＴＤＯＡ）、およびフィンガプリント測位法もしくはパターンマッチン
グ測位法が含まれる。
【００１２】
　セルＩＤベース測位技術やパターンマッチング測位技術などの、これら地上測位法の中
には、検出したセル識別子、受信信号強度、パスロス等のような通常のＵＥ隣接セル測定
値を利用するものがある。他方では、Ｕ－ＴＤＯＡやＯＴＤＯＡなどのある種の方法は、
特定の測定値を必要とする。到達時間差などの測定値の中には、ハンドオーバ時の時間合
わせ、セル同期の支援等のような他の目的で再使用されるものもある。
【００１３】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）では、無線リソース制御（ＲＲＣ
：Radio Resource Control）レイヤとして知られるレイヤ３プロトコルが、ＵＥに対する
無線リソースの使用を表現する種々のＲＲＣ状態を定めている。一方のＵＴＲＡＮと他方
のＬＴＥでは、状態数に違いがある。
【００１４】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）は、不連続受信（ＤＲＸ）として
知られる機能もサポートしている。不連続受信（ＤＲＸ）は、ＵＥが、必要でない時にそ
の無線回路の一部または全部の電源を切ることによって、節電できるようにし、それによ
って、ＵＥのバッテリ寿命を延ばす。不連続受信（ＤＲＸ）は、その内容をすべて本明細
書に引用して援用する特許文献１に別の視点から記載され、利用されている。
【００１５】
　ＵＴＲＡＮでは、アイドル状態、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態、ＣＥＬ
Ｌ＿ＦＡＣＨ状態、およびＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態の、いくつかのＲＲＣ状態がある。Ｅ－
ＵＴＲＡＮのアイドル状態では、ＵＥは、複数のセル（例えば、１００～３００のセル）
からなるセットを備えるトラッキングエリアレベルで所在が分かる。同様にＣＥＬＬ＿Ｄ
ＣＨ状態では、ＵＥは、他のＵＥと共用されない専用の無線リソースを使用する。ＵＥは
、その現在のアクティブセットによってセルレベルで所在が分かり、ＵＥは、個別トラン
スポートチャネル、ダウンリンクおよびアップリンク共用トランスポートチャネル、また
はトランスポートチャネルの組み合わせを使用し得る。ＵＴＲＡＮのＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ
状態では、ＵＥに個別物理チャネルは割り当てられない。ＵＥは、ダウンリンクでＦＡＣ
Ｈチャネルを継続的にモニタする。ＵＥは、アップリンクでデフォルトの共通または共用
のトランスポートチャネル（例えばＲＡＣＨ）を割り当てられる。ＵＴＲＡＮのＣＥＬＬ
＿ＰＣＨ状態またはＵＲＡ＿ＰＣＨ状態では、ＵＥに個別物理チャネルは割り当てらず、
アップリンク動作は可能でなく、ＵＥは、ＵＴＲＡＮからページング情報またはブロード
キャスト情報を受信する。不連続受信（ＤＲＸ）は、今では、３ＧＰＰリリース７以降に
準拠するすべてのＵＴＲＡＮのＲＣＣ状態で使用されている。しかし、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣ
Ｈ状態およびＣＥＬ＿ＤＣＨ状態に関しては、許容されるＤＲＸサイクルがはるかに短い
。具体的に言うと、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨに関しては、最長ＤＲＸサイクルは＝４０ミリ秒で
ある。
【００１６】
　ＬＴＥに関しては、アイドル状態および接続状態の２つのＲＲＣ状態だけしかない。Ｄ
ＲＸは、両方のＬＴＥ状態で使用され、両方の状態においてＤＲＸサイクルは１０ミリ秒
～２．５６秒の範囲である。
【００１７】
　以降の検討および説明は、ＬＴＥにおける不連続受信（ＤＲＸ）動作に重点的に取り組
むが、当該検討および説明は、ＬＴＥに限定されず、ＵＴＲＡＮを含む他の状況にも適用
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し得ることを理解すべきである。
【００１８】
　ＤＲＸ「サイクル」は、「オン期間」と「ＤＲＸ期間」とを含む。当該サイクルの「オ
ン期間」部分の間は、ユーザ装置ユニット（ＵＥ）は、ＲＲＣ接続状態におけるスケジュ
ーリング割り当てに関して、個別物理制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）として知られるチャネ
ルをモニタしなくてはならない。ＬＴＥでは、ページングもＰＤＣＣＨにマッピングされ
る。それ故、アイドル状態のＵＥは、ページングの受信に関してもＰＤＣＣＨをモニタす
る。「ＤＲＸ期間」中は、ＵＥは、バッテリを節約するためにダウンリンクチャネルの受
信を省略し得る。従って、ＤＲＸは、バッテリ節約とレイテンシとの間でトレードオフを
有し、一方では、長いＤＲＸ期間は、ＵＥのバッテリ寿命を長くするのに有益であり、他
方では、短いＤＲＸ期間は、データ転送の再開時に応答を早める。
【００１９】
　一般に、ＤＲＸ機能は、ネットワークが設定し制御する。ＵＥの動作は、ＵＥがスケジ
ューリング割り当てに関して個別物理制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）をいつモニタしなけれ
ばならないかを規定するルール・セットに基づいている。
【００２０】
　ＵＥが無線リソース制御（ＲＲＣ）コネクションを確立していないとき、すなわちＵＥ
が関わる無線送信のための無線ベアラが設定されていないとき、ＵＥは、一般に「スリー
プ」しているが、ＤＲＸサイクルごとに目を覚まし、ページングをモニタする。
【００２１】
　他方、ＵＥがＲＲＣコネクションを有し、ＤＲＸ機能が作動している（例えば、ＬＴＥ
のＲＲＣ接続状態）とき、ＤＲＸ機能は、前述のＤＲＸサイクル、前述のオン期間、およ
び非アクティビティタイマによって特徴付けられる。ＵＥは、ＤＲＸサイクルごとの始め
に目覚め、オン期間の間ずっとＰＤＣＣＨをモニタする。「オン期間」中にスケジューリ
ングメッセージが受信されると、ＵＥは非アクティビティタイマを開始し、非アクティビ
ティタイマが作動している間、サブフレームごとにＰＤＣＣＨをモニタする。この期間中
、ＵＥは、受信モードと見なされてもよい。非アクティビティタイマが作動している間に
スケジューリングメッセージが受信されたときは必ず、ＵＥは、非アクティビティタイマ
を再始動する。非アクティビティタイマが満了すると、ＵＥは別のＤＲＸサイクルに戻る
。スケジューリング割り当てが受信されない場合、ＵＥは、再びスリープする。
【００２２】
　従って、Ｅ－ＵＴＲＡＮまたはＬＴＥでは、ＤＲＸ機能は、アイドルモードおよびＲＲ
Ｃ接続モードの両方で使用される。前述の位置決め測定（positioning measurements）は
、典型的に接続モードで行われる。さらにＥ－ＵＴＲＡＮでは、ネットワークが許容する
範囲で、ＲＲＣ接続モードで広範囲のＤＲＸサイクル（例えば、サイクル長）を用いても
よい。例えば、ＤＲＸ（すなわち、ＤＲＸサイクルの時間長）は、１０ミリ秒～２．５６
秒の間で変わってもよい。ＤＲＸサイクルが長くなると、測定と測定との間の時間が長く
なり、その結果、ＵＥがセルから受信する信号についてまばらにしか（例えば、少ない頻
度でしか）測定し得ないので、測定量（measurement quantities）についての測定性能が
劣化することがある。ＵＥがＤＲＸ状態のとき、測定期間も、より長く設定されてもよく
、また測定期間長は、ＤＲＸサイクルによって変わってもよい。
【００２３】
　測定期間は、例えばＵＴＲＡＮおよびＥ－ＵＴＲＡＮなどの通信において公知の概念で
ある。図１６に示すように、１測定期間は、サンプルであるセルのそれぞれからの幾つか
のサンプル（例えば、４～５のサンプル）を必要とする。サンプル数は、変わってもよく
、例えば実装固有でもよい。図１６は、（一例として）信号を測定される４つのセルと、
各セルの４つのサンプルがある状況を示す。非ＤＲＸモードでは、測定期間は、２００ミ
リ秒に標準化されている。セルに関するサンプル値は、測定期間にわたって平均化されて
もよい。
【００２４】
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　通常、測定量についての測定期間は、ＤＲＸサイクルのＫ倍、例えばＤＲＸの５倍であ
る。一例として、ＤＲＸサイクルが２．５６秒に関しては、ＬＴＥ測定量である基準信号
受信電力（ＲＳＲＰ）の測定期間は、約１０．２８秒である。無線端末（ＵＥ）はまた、
１つの測定期間中に、一定数のセル、例えばサービングセルを含む６つまたは８つのセル
に対して（ＲＳＲＰなどの）特定のタイプの測定も実行できる。連続受信（非ＤＲＸの場
合）およびすべての許容されたＤＲＸサイクルに対するすべての標準化された測定量につ
いての測定期間は、３ＧＰＰ規格に予め定められている。同様に、ＵＥが測定期間にわた
って一定の測定量を行うために必要とされるセル数も、その規格に仕様が定められている
。
【００２５】
　そこで、位置決め測定の測定期間もＤＲＸに起因して延長される場合、測定報告遅延も
増大するであろう。その結果、無線端末（ＵＥ）の位置決め（測位）における応答時間が
長くなるであろう。これらの現象は、無線端末（ＵＥ）の位置の測定精度に悪影響を及ぼ
すことがある。
【００２６】
　ＵＥ位置判定の精度は、不連続受信（ＤＲＸ）によって影響を受けることがあるだけで
なく、不連続送信（ＤＴＸ）からも影響を受けることがある。すなわち、不連続電力制御
および測定のためのアイドルギャップの使用などの不連続送信（ＤＴＸ）も、測位性能に
影響を及ぼすことがある。不連続送信（ＤＴＸ）は、アクティビティまたは送信の周期的
なパターンの後に、比較的長い非アクティビティ期間またはアイドル期間が続くのを特徴
とする。
【００２７】
　アップリンク不連続送信（ＤＴＸ）の場合、基地局は、ＵＥから信号を少ない頻度で（
例えば、まばらに）受信し、それ故に、測定を行う機会が少ないであろう。不連続送信（
ＤＴＸ）が長くなると、測定期間が長くなり、それ故に、ＵＥ位置の判定において応答時
間が長くなるであろう。例として、ネットワークベースの位置決め（測位）のために基地
局で行われるラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）測定は、不連続送信（ＤＴＸ）が使用され
ると遅れるであろう。
【００２８】
　ＵＴＲＡＮでは、不連続送信（ＤＴＸ）は、不連続電力制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）を
特徴とし、干渉およびＵＥ電力を減少するために使用されている。同様に、圧縮モードギ
ャップおよび測定ギャップなどの他のアイドルギャップも、ＵＴＲＡＮおよびＥ－ＵＴＲ
ＡＮでそれぞれ使用されている。
【００２９】
　位置決め測定は、通常、ＲＲＣ接続状態で行われる。ＵＴＲＡＮのＦＤＤおよびＴＤＤ
などのレガシーシステムでは、位置決め固有の測定および対応する手順が存在する。これ
らのレガシーシステムでは、ＲＲＣ接続状態における最長の許容不連続受信（ＤＲＸ）サ
イクルは、４０ミリ秒に制限され、（位置決め測定を含む）すべてのＵＥ測定の測定期間
は、ＤＲＸサイクルに対応する。例として、ＷＣＤＭＡ ＳＦＮ－ＳＦＮタイプ２位置決
め関連測定は、ＵＥ受信機がアクティブの際に、データの受信と同時に行われる。これは
、ＤＲＸサイクルによっては、ＤＲＸにおける測定期間が非ＤＲＸの場合よりも長いとい
うことを意味する。しかし、ＵＴＲＡＮにおけるＣＥＬＬ＿ＤＣＨのＤＲＸ（４０ミリ秒
）が短いために、測位性能に対するＤＲＸの影響はあまり大きくない。
【００３０】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮでは、ＲＲＣ接続状態のＤＲＸサイクルは、最大２．５６秒までの範囲
でもよい。ＤＲＸ状態では従来、測定量についての測定期間は、ＤＲＸサイクルのＫ倍で
あり、例えば倍率を５と仮定すると、２．５６秒のＤＲＸサイクルに対して１０．２８秒
である。このレベルの測定期間は、位置決め測定としては非常に長い。それ故、Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮにおいて不連続受信（ＤＲＸ）が使用される場合には、測定期間の拡大（scaling
）は望ましくない。この理由は、延長された測定期間が位置決め精度（すなわち、ＵＥか
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らの応答）に悪影響を及ぼし、位置決め精度の要件の達成を妨げかねないからである。
【００３１】
　不連続送信（ＤＴＸ）も、測位性能の精度および応答時間に影響を及ぼすことがある。
特に、ラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）などのアップリンク測定は、より長いＤＴＸレベ
ルまたはＤＴＸサイクルでＵＥが動作している場合に遅れることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３２】
【特許文献１】米国特許出願第１２／４７５，９５３号、２００９年６月１日出願、発明
の名称「USING MOBILITY STATISTICS TO ENHANCE TELECOMMUNICATIONS HANDOVER（通信ハ
ンドオーバを強化するための移動統計の使用）」
【非特許文献】
【００３３】
【非特許文献１】Qualcomm（報告者），RP-080995，ワークアイテム，「Positioning Sup
port for LTE（ＬＴＥのための測位支援）」
【非特許文献２】Polaris Wireless（報告者），RP-070926，スタディアイテム，「Evalu
ation of the inclusion of Pattern Matching Technology in the UTRAN（ＵＴＲＡＮへ
のパターンマッチング技術の包含に関する評価）」
【非特許文献３】True Position（報告者），RP-090354，ワークアイテム，「Network-Ba
sed Positioning Support for LTE（ＬＴＥのためのネットワークベースの測位支援」
【非特許文献４】3GPP TS 25.215，「Physical layer; Measurements (FDD)（物理層：測
定（ＦＤＤ））」
【非特許文献５】3GPP TS 25.225，「Physical layer; Measurements(TDD)（物理層：測
定（ＴＤＤ））」
【非特許文献６】3GPP TS 36.214，「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E 
UTRA); Physical layer measurements（Ｅ－ＵＴＲＡ：物理層測定）」
【発明の概要】
【００３４】
　本発明の多様な態様のうちの１つの態様では、本明細書に開示の技術は、無線インタフ
ェースを通じて無線アクセスネットワークと通信する無線端末を動作させる方法に関する
ものである。無線端末は、受信期間と受信期間との間の非受信期間、および送信期間と送
信期間との間の非送信期間のうちの少なくとも１つを含む不連続モードで動作可能なタイ
プである。本方法は、無線アクセスネットワークの１つ以上のノードから送信されるダウ
ンリンク信号（例えば、基地局が送信するダウンリンク信号）について無線端末が測定を
行うことを知らせるメッセージ、および無線端末から送信されるアップリンク信号につい
て無線アクセスネットワークが測定を行うことを知らせるメッセージを、無線アクセスネ
ットワークから受信する工程を含む。本方法は、当該メッセージの受信の結果として、ま
たは当該メッセージの受信後に、不連続モードから、測定の動作を促進するための修正モ
ードに、無線端末の動作を変更する工程をさらに含む。不連続モードと比べて、修正モー
ドでは、（i）非受信期間および（ii）非送信期間のうちの少なくとも１つが短縮または
削除される。
【００３５】
　幾つかの実施形態例では、測定は、無線端末によって行われ、メッセージは、無線アク
セスネットワークの１つ以上のセルから無線端末が受信する信号について測定を行うこと
を、無線端末に指示するように設定されている測定要求メッセージである。他の実施形態
例では、無線アクセスネットワークが測定を行う際にメッセージが送信され、測定の実行
中には、無線端末は修正モードになる必要がある。
【００３６】
　本明細書で説明および使用する限りにおいて、「不連続モードから修正モードへの変更
」には、（１）無線端末のモードの変更（例えば、（不連続受信（ＤＲＸ）または不連続



(9) JP 6665259 B2 2020.3.13

10

20

30

40

50

送信（ＤＴＸ）等の）不連続モードから連続送信モードへの変更）と、（２）不連続モー
ド（第１の不連続モード）から修正不連続モード（第２の不連続モード）への変更とのう
ちの１つ以上が含まれる。（第１の）不連続モードから修正（第２の）不連続モードへの
変更には、不連続モードに関係するパラメータまたは値の変更、例えば、不連続受信（Ｄ
ＲＸ）サイクル値または不連続送信（ＤＴＸ）レベル値等のパラメータまたは値の変更（
例えば短縮）が含まれてもよい。
【００３７】
　一実施形態例では、不連続モードは、不連続受信（ＤＲＸ）モードである。別の実施形
態例では、不連続モードは、不連続送信（ＤＴＸ）モードである。さらに別の実施形態例
では、不連続モードは、不連続受信（ＤＲＸ）モードと不連続送信（ＤＴＸ）モードの両
方を含む。
【００３８】
　一実施形態例では、修正モードは、連続モードである。別の実施形態例では、修正モー
ドは、修正された不連続モード・パラメータを有する修正不連続モードを含み、修正され
た不連続モード・パラメータは、それ以前の不連続モード・パラメータよりも短いサイク
ルを示す。この後者の実施形態では、メッセージの受信の結果としての変更動作は、第１
の不連続モード値を特徴とする第１の不連続モードから第２の不連続モード値を特徴とす
る第２の不連続モードへの変更と、測定動作の完了に応じた第１の不連続モードへの復帰
とを含んでもよい。一実施形態例では、第２の不連続モード値は、第１の不連続モード値
よりも小さいかまたは短い。一実施例では、不連続モードは、不連続受信（ＤＲＸ）モー
ドであり、第１の不連続モード値と第２の不連続モード値とでは、不連続受信（ＤＲＸ）
サイクル長が異なる。別の実施例では、不連続モードは、不連続送信（ＤＴＸ）モードで
あり、第１の不連続モード値と第２の不連続モード値とでは、不連続送信（ＤＴＸ）レベ
ル値が異なる。
【００３９】
　一実施形態例では、測定は、無線端末の位置を判定するためである。一実施例では、メ
ッセージは、無線アクセスネットワークの複数のセルから無線端末が受信する信号の到達
時間差を測定することを、無線端末に指示するように設定されている測定要求メッセージ
である。別の実施例では、測定要求メッセージは、無線アクセスネットワークの複数のセ
ルから無線端末が受信する信号の基準信号時間差（ＲＳＴＤ）を測定することを、無線端
末に指示するように設定されている。ＲＳＴＤ測定は、複数のセルから受信した、適切な
任意の基準信号もしくはパイロット信号、または任意の既知の信号について、無線端末が
実行してもよい。例として、基準信号は、他の測定のためにも使用される共通基準信号、
または主に位置決め測定を促進するために送信される位置決め基準信号でもよい。
【００４０】
　一実施形態例では、本方法は、不連続モードから修正モードへのモード変更のタイミン
グに影響を及ぼすモード変更タイミング・ファクタ（ＭＣＴＦ）に従って、不連続モード
から変更する工程をさらに含む。一実施例では、本方法は、メッセージの受信前に、無線
端末においてモード変更タイミング・ファクタ（ＭＣＴＦ）を予め設定する工程をさらに
含む。別の実施例では、本方法は、メッセージの中にモード変更タイミング・ファクタ（
ＭＣＴＦ）を含める工程をさらに含む。
【００４１】
　一実施形態例では、本方法は、測定動作が完了すると、修正モードから不連続モードへ
の復帰のタイミングに影響を及ぼす測定後モード復帰タイミング・ファクタ（ＭＲＴＦ）
の満了後に、修正モードから不連続モードに復帰する工程をさらに含む。
【００４２】
　一実施形態例では、不連続モードから修正モードへの変更には、不連続受信（ＤＲＸ）
と不連続送信（ＤＴＸ）の一方または両方の無効化が含まれる。
【００４３】
　本発明の別の態様では、本明細書に開示の技術は、無線インタフェースを通じて無線ア
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クセスネットワークと通信する無線端末を動作させる別の方法に関するものである。本方
法は、無線アクセスネットワークの１つ以上のノードから送信されるダウンリンク信号（
例えば、基地局が送信するダウンリンク信号）について無線端末が測定を行うことを知ら
せるメッセージ、または無線端末から送信されるアップリンク信号について無線アクセス
ネットワークが測定を行うことを知らせるメッセージを、無線アクセスネットワークから
受信する工程と、当該メッセージの受信の結果として、無線端末が、測定の実行中に不連
続モードを無視または修正する工程とを含む。幾つかの実施形態例では、当該メッセージ
は、無線アクセスネットワークの１つ以上のセルから無線端末が受信する信号について測
定を行うことを、無線端末に指示するように設定されている測定要求メッセージである。
【００４４】
　本発明の別の態様では、本明細書に開示の技術は、無線インタフェースを通じて無線ア
クセスネットワークと通信する無線端末を動作させる別の方法に関するものである。本方
法は、基地局から送信されるダウンリンク信号について無線端末が測定を行うことを知ら
せるメッセージ、または無線端末から送信されるアップリンク信号について無線アクセス
ネットワークが測定を行うことを知らせるメッセージを、無線アクセスネットワークから
受信する工程と、当該メッセージの受信の結果として、無線端末がより短いまたは適度な
ＤＲＸサイクルの測定期間に相当する測定を実行するための、より短いまたは適度な測定
期間を提供する工程とを含む。幾つかの実施形態例では、当該メッセージは、無線アクセ
スネットワークの１つ以上のセルから無線端末が受信する信号について測定を行うことを
、無線端末に指示するように設定されている測定要求メッセージである。
【００４５】
　本発明の別の態様では、本明細書に開示の技術は、無線インタフェースを通じて無線ア
クセスネットワークと通信する無線端末に関するものである。無線端末は、受信期間と受
信期間との間の非受信期間、および送信期間と送信期間との間の非送信期間のうちの少な
くとも１つを含む不連続モードで動作可能なタイプである。無線端末は、送受信部と、コ
ンピュータに実装された無線リソース制御（ＲＲＣ）部とを備える。送受信部は、基地局
から送信されるダウンリンク信号について無線端末が測定を行うことを知らせるメッセー
ジ、または無線端末から送信されるアップリンク信号について無線アクセスネットワーク
が測定を行うことを知らせるメッセージを、無線アクセスネットワークから受信する。無
線リソース制御（ＲＲＣ）部は、当該メッセージの受信の結果として、不連続モードから
、測定動作を促進するための修正モードに、無線端末を変更する。不連続モードは、受信
期間と受信期間との間の非受信期間、および送信期間と送信期間との間の非送信期間のう
ちの少なくとも１つを含む。修正モードは、不連続モードと比べて（i）非受信期間およ
び（ii）非送信期間のうちの少なくとも１つを短縮または削除するように設定されている
。幾つかの実施形態例では、メッセージは、位置決め信号に対する測定を実行することを
、無線端末に指示するように設定されている測定要求メッセージであり、送受信部は、無
線アクセスネットワークの１つ以上のセルから位置決め信号を受信する。
【００４６】
　一実施形態例では、不連続モードは、不連続受信（ＤＲＸ）モードである。別の実施形
態例では、不連続モードは、不連続送信（ＤＴＸ）モードである。
【００４７】
　一実施形態例では、修正モードは、連続モードである。別の実施形態例では、修正モー
ドは、修正されたパラメータを有する修正不連続モードを含み、当該修正されたパラメー
タは、以前のパラメータよりも短い。
【００４８】
　一実施形態例では、無線リソース制御（ＲＲＣ）部は、さらに、メッセージ受信の結果
として、第１の不連続モード値を特徴とする第１の不連続モードから、第２の不連続モー
ド値を特徴とする第２の不連続モードに無線端末の動作を変更し、測定の動作が完了する
と、第１の不連続モードに復帰する。一実施例では、第２の不連続モード値は、第１の不
連続モード値よりも小さいかまたは短い。一実施例では、不連続モードは、不連続受信（
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ＤＲＸ）モードであり、第１の不連続モード値と第２の不連続モード値とでは、不連続受
信（ＤＲＸ）サイクル長が異なる。別の実施例では、不連続モードは、不連続送信（ＤＴ
Ｘ）モードであり、第１の不連続モード値と第２の不連続モード値とでは、不連続送信（
ＤＴＸ）レベル値が異なる。
【００４９】
　一実施形態例では、無線端末は、無線端末の位置を判定するための測定を行う測定部を
さらに備える。一実施例では、測定要求メッセージは、無線アクセスネットワークの複数
のセルから無線端末が受信する信号の到達時間差を測定することを、無線端末の測定部に
指示するように設定されている。別の実施例では、測定要求メッセージは、無線アクセス
ネットワークの複数のセルから無線端末が受信する信号の基準信号時間差（ＲＳＴＤ）を
測定することを、無線端末の測定部に指示するように設定されている。
【００５０】
　一実施形態例では、無線リソース制御（ＲＲＣ）部は、不連続モードから修正モードへ
のモード変更のタイミングに影響を及ぼすモード変更タイミング・ファクタ（ＭＣＴＦ）
に従って、不連続モードから変更する。一実施例では、モード変更タイミング・ファクタ
（ＭＣＴＦ）は、メッセージの受信前に無線端末において予め設定されている。別の実施
例では、モード変更タイミング・ファクタ（ＭＣＴＦ）は、メッセージに含まれている。
【００５１】
　一実施形態例では、無線リソース制御（ＲＲＣ）部は、さらに、測定動作が完了すると
、修正モードから不連続モードへの復帰のタイミングに影響を及ぼす測定後モード復帰タ
イミング・ファクタ（ＭＲＴＦ）の満了後に、修正モードから不連続モードに復帰する。
【００５２】
　一実施形態例では、無線リソース制御（ＲＲＣ）部は、不連続受信（ＤＲＸ）と不連続
送信（ＤＴＸ）の一方または両方を無効にすることによって、不連続モードから修正モー
ドに変更する。
【００５３】
　本発明の別の態様では、本明細書に開示の技術は、無線インタフェースを通じて無線ア
クセスネットワークと通信して動作する無線端末に関する。無線端末は、送受信部と、コ
ンピュータに実装された無線リソース制御（ＲＲＣ）部とを備える。送受信部は、基地局
から送信されるダウンリンク信号について無線端末が測定を行うことを知らせるメッセー
ジ、または無線端末から送信されるアップリンク信号について無線アクセスネットワーク
が測定を行うことを知らせるメッセージを、無線アクセスネットワークから受信する。無
線端末の無線リソース制御（ＲＲＣ）部は、当該メッセージの受信の結果として、無線端
末が測定の実行中に不連続モードを無視または修正する。一実施形態例では、当該メッセ
ージは、無線アクセスネットワークの複数のセルから送信される信号について位置判定信
号の測定を行うことを、無線端末に指示するように設定されている測定要求メッセージで
あり、送受信部は、さらに、無線アクセスネットワークの１つ以上のセルから位置判定信
号を受信する。
【００５４】
　本発明の別の態様では、本明細書に開示の技術は、無線端末との無線インタフェースを
通じて動作する無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）のノードに関するものである。ノー
ドは、コンピュータに実装されたノード無線リソース（ＲＲＣ）部と、送受信部とを備え
る。無線リソース制御（ＲＲＣ）部は、無線端末への送信のための測定要求メッセージを
作成する。測定要求メッセージは、無線アクセスネットワークの複数のセルから送信され
る信号について位置判定のための測定を実行することを無線端末に指示するように、かつ
、無線端末の動作を不連続モードから修正モードへ変更することによって無線端末が測定
の動作を促進するために無線端末が使用するパラメータを無線端末に提供するように、設
定されている。不連続モードは、受信期間と受信期間との間の非受信期間、および送信期
間と送信期間との間の非送信期間のうちの少なくとも１つを含む。修正モードは、不連続
モードと比べて（i）非受信期間および（ii）非送信期間のうちの少なくとも１つを短縮
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または削除するように設定されている。送受信部は、無線インタフェースを通じて無線端
末に測定要求メッセージを送信する。
【００５５】
　一実施形態例では、不連続パラメータは、不連続受信（ＤＲＸ）モード用である。別の
実施形態例では、不連続パラメータは、不連続送信（ＤＴＸ）モード用である。また別の
実施形態例では、不連続パラメータは、不連続受信（ＤＲＸ）モードおよび不連続送信（
ＤＴＸ）モードのうちの１つ以上を含む。
【００５６】
　一実施形態例では、測定は、無線端末の位置を判定するためである。
【００５７】
　一実施形態例では、測定要求メッセージは、無線アクセスネットワークの複数のセルか
ら無線端末が受信する信号の到達時間差を測定することを、無線端末に指示するように設
定されている。別の実施形態例では、測定要求メッセージは、無線アクセスネットワーク
の複数のセルから無線端末が受信する信号の基準信号時間差（ＲＳＴＤ）を測定すること
を、無線端末に指示するように設定されている。
【００５８】
　一実施形態例では、不連続パラメータは、予め変更された時間オフセットを含む。別の
実施形態例では、不連続パラメータは、修正モードから不連続モードへの復帰のタイミン
グに影響を及ぼす測定後モード復帰タイミング・ファクタ（ＭＲＴＦ）を含む。
【００５９】
　従って、本明細書に開示の技術は、無線端末（ＵＥ）がＤＴＸ／ＤＲＸモードにある際
に位置決め測定を促進するために必要なルールまたはルール・セットを定めることを包含
する。そのようなルールは、種々の規制要件および緊急呼サービス目標を満足することを
保証する良好な位置決め（測位）性能を確実にする。
【００６０】
　従って、ＤＲＸ状態における観測到達時間差等の位置決め関連測定を行うために、適切
な手順、方法および装置が提供される。本明細書に開示の技術は、ＤＲＸ状態においてＵ
Ｅ位置を判定するための、信号到達時間差タイプの測定のための方法および装置を開示す
る。本明細書に開示の技術は、ＤＴＸモードにおいて位置決め測定を行う方法も開示する
。本明細書に開示の技術は、ＤＲＸ状態およびＤＴＸ状態の少なくともいずれかにおいて
、無線端末（ＵＥ）またはネットワークノードが実行する他の位置決め測定に適用可能で
ある。本明細書に開示の技術はまた、ＤＲＸ状態およびＤＴＸ状態の少なくともいずれか
において、無線端末（ＵＥ）またはネットワークノードが行うあらゆる測定に適用可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
　本発明の、前述および他の目的、特徴並びに利点は、種々の図面を通して参照文字が同
じ構成要素に言及する添付の図面に示されている好ましい実施形態についての、以下のよ
り詳細な説明から明らかになるであろう。それらの図面は、必ずしも一定の割合で拡大縮
小されておらず、代わりに本発明の原理を明らかにする強調が行われている。
【００６２】
【図１】代表的なネットワークノードおよび代表的な無線端末を有する無線アクセスネッ
トワークの一部分の概略図である。
【図２】通信ネットワークのセル配置の一例についての地形的な図である。
【図３】無線端末を動作させる方法の一実施形態例を構成する基本的な動作例またはステ
ップ例を示すフローチャートである。
【図４】測定動作の完了に応じて修正モードから不連続モードに復帰する無線端末の動作
を含む、無線端末を動作させる方法の一実施形態例を構成する基本的な動作例またはステ
ップ例を示すフローチャートである。
【図５】不連続モードから修正モードへの変更の概念を全体的に示す線図である。
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【図５Ａ】、
【図５Ｂ】、
【図５Ｃ】不連続モードから修正モードへの変更についての特定の状況例を示す線図であ
る。
【図６】一実施形態例による代表的な無線端末の一部分の概略図である。
【図７】不連続モードから修正モードへのモード変更がモード変更タイミング・ファクタ
に従って行われる、代表的なネットワークノードおよび代表的な無線端末を有する無線ア
クセスネットワークの一部分の概略図である。
【図８】図７のネットワークのタイミング・シーケンスを示す線図である。
【図９】測定動作の完了に応じて無線端末が測定後モード復帰タイミング・ファクタに従
って修正モードから不連続モードに復帰する、代表的なネットワークノードおよび代表的
な無線端末を有する無線アクセスネットワークの一部分の概略図である。
【図１０】図９のネットワークのタイミング・シーケンスを示す線図である。
【図１１】不連続モードから連続モードへの変更を含むモード変更動作についての非限定
的な一方法例に含まれる動作例またはステップ例を示すフローチャートである。
【図１２】第１の不連続モードから短縮サイクル長を有する第２の不連続モードへの変更
を含むモード変更動作の非限定的な一方法例に含まれる動作例またはステップ例を示すフ
ローチャートである。
【図１３】ネットワークノードが、無線端末についての位置測定を行う間に、不連続送信
（ＤＴＸ）モードを中断するように無線端末に指示する、代表的なネットワークノードお
よび代表的な無線端末を有する無線アクセスネットワークの一実施形態例の一部分の概略
図である。
【図１４】図１３の実施形態のモード変更動作の非限定的な一方法例に含まれる動作例ま
たはステップ例を示すフローチャートである。
【図１５】不連続モード状況の一測定期間例と、モード変更によってもたらされる非不連
続モード状況の一測定期間例とを比較する線図である。
【図１６】一測定期間例を示す線図である。
【図１７】緊急事態に遭遇した無線端末を動作させる方法の別の実施形態例を構成する基
本的な動作例またはステップ例を示すフローチャートである。
【図１８】緊急事態の終了に応じて修正モードから不連続モードに復帰する無線端末の動
作を含む、無線端末を動作させる方法の一実施形態例を構成する基本的な動作例またはス
テップ例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００６３】
　以下の説明では、本発明を完全に理解してもらう手段として、限定でなく説明のために
、特定のアーキテクチャ、インタフェース、技術等のような具体的な詳細について記述す
る。しかし、本発明がこれらの具体的な詳細から離れた他の実施形態で実践され得ること
は、当業者には明らかであろう。すなわち、当業者は、本明細書に明示的に記述または図
示されていないが、本発明の原理を具現し、その精神および範囲内に含まれる種々の装置
を考案できるであろう。場合によっては、公知のデバイス、回路および方法の詳細な記述
は、不必要な詳細で本発明の記述を不明瞭にしないよう省略している。本発明の原理、態
様および実施形態、ならびにそれらの具体例を列挙する本明細書のすべての記述は、それ
らの構造上および機能上の両方の均等物を包含することを意図している。さらに、そのよ
うな均等物は、現在既知の均等物と、将来開発される均等物、すなわち構造に関係なく同
じ機能を実行するあらゆる開発要素との両方を含むことを意図している。
【００６４】
　従って、例えば、本明細書のブロック図が、本技術の原理を具現する具体的回路の概念
図を表し得ることを当業者は理解するであろう。同様に、あらゆるフロー図、状態遷移図
、疑似コードなどが、種々のプロセスを表し、それらのプロセスが、コンピュータで読み
取り可能な記憶媒体に実質的に表され、コンピュータまたはプロセッサが明示的に図示さ
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れているか否かにかかわらず、そのようなコンピュータまたはプロセッサで実行され得る
ことも理解するであろう。
【００６５】
　「コンピュータ」、「プロセッサ」または「コントローラ」と名付けられているかまた
は記述されている機能ブロックを含む種々の要素の機能は、専用のハードウェアおよびコ
ンピュータで読み取り可能な記憶媒体に格納されたコード化された命令の形態のソフトウ
ェアを実行できるハードウェアの使用によって提供されてもよい。コンピュータは、１つ
以上のプロセッサおよび１つ以上のコントローラの少なくともいずれかを備えると一般に
理解され、コンピュータおよびプロセッサという用語は、本明細書では同義的に使用され
るであろう。コンピュータまたはプロセッサによって提供されるとき、機能は、１つの専
用のコンピュータもしくはプロセッサによって、１つの共用のコンピュータもしくはプロ
セッサによって、または一部が共用もしくは分散されてもよい複数の個別のコンピュータ
もしくはプロセッサによって、提供されてもよい。そのような機能は、コンピュータに実
装されている、ひいてはマシンに実装されていると理解される。さらに、「プロセッサ」
または「コントローラ」という用語の使用はまた、そのような機能を実行できる他のハー
ドウェア、およびソフトウェアを実行できる他のハードウェアの少なくともいずれかに言
及すると解釈されるものであり、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）ハードウェア、縮小
命令セットプロセッサ、ハードウェア（例えば、デジタルまたはアナログ）回路、および
（適切な場合）そのような機能を実行できる状態マシンを含んでもよいが、これらに限定
されない。
【００６６】
　図１は、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）などの、一例である通信ネットワーク２
０を示す。ネットワーク２０は、可能なエンティティの中でもとりわけ、無線端末３０と
通信するネットワークノード２８を備える。幾つかの実施例では、ネットワークノード２
８は、無線ネットワークコントローラノード（ＲＮＣ）の形態をとる。ＬＴＥ実施などの
他の実施形態例では、ネットワークノード２８は、代わりに無線基地局またはｅＮｏｄｅ
Ｂの形態を取ってもよい。
【００６７】
　無線端末３０は、移動電話機（「セルラ」電話機）や例えば移動終端などの無線能力を
有するラップトップなどの、移動局またはユーザ装置ユニット（ＵＥ）でもよく、ひいて
は、例えばポータブル型、ポケット型、ハンドヘルド型、コンピュータ内蔵型、または車
載型の、無線アクセスネットワークと音声およびデータの少なくともいずれかを通信する
移動デバイスでもよい。種々の図面において、無線端末３０は、「ＵＥ」と図示または言
及されている。無線端末３０は、無線インタフェースまたはエアインタフェース３２を通
じて通信ネットワーク２０と通信する。ネットワークノード２８は、通常、多くの無線端
末と通信しているが、簡潔にするために、そのような無線端末３０を１つだけ図示する。
【００６８】
　図２は、通信ネットワーク２０のセルラ配置の一部分を地形的フォーマットで描写し、
例示であるセルＣ１～Ｃ６を具体的に示す。基地局ノードが、各セルに付随する。図２は
、通信ネットワーク２０のセルＣ５内に在る代表的な無線端末３０をさらに示す。例えば
そのＣＤＭＡ能力およびハンドオーバ能力などを考慮すると、無線端末３０は、各セルに
関係する信号、例えば信号を送信するセルの識別情報（identification）を含むパイロッ
ト信号などをモニタ（例えば測定）する。
【００６９】
　図１は、その最も基本的な形態である、送受信部３４とプロセッサもしくはコンピュー
タ４０とを備える無線端末３０を示す。送受信部３４は、通信ネットワーク２０から無線
端末３０へのダウンリンク送信および無線端末３０から通信ネットワーク２０へのアップ
リンク送信の一方または両方を促進する働きをする。送受信部３４は、無線インタフェー
ス３２を通じて無線信号を送受信するための（１つ以上の）アンテナと、増幅器と、関連
するハードウェア要素とを一般に備える。
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【００７０】
　コンピュータ４０は、自装置の動作とともに無線端末３０の動作と、無線インタフェー
ス３２を通じた信号およびデータの送信とを可能にする命令の実行を含む、多くの目的を
果たす。本明細書に開示の技術の基本的な態様を明らかにするために、図１は、コンピュ
ータ４０が無線リソース制御（ＲＲＣ）部４２を備え、さらにその無線リソース制御（Ｒ
ＲＣ）部４２が測定部４４を備えることを示している。他の実施形態例では、測定部４４
は、無線リソース制御（ＲＲＣ）部４２の外部に位置付けまたは配置されてもよいことを
理解すべきである。本明細書で説明するように、測定部４２は、ネットワーク２０の複数
のセル（図２参照）に関して、測定を行う働きをする。
【００７１】
　本明細書に記述する無線端末は、不連続モードで動作できるタイプである。本明細書で
使用する限り、「不連続モード」は、受信期間と受信期間との間の非受信期間、および送
信期間と送信期間との間の非送信期間のうちの少なくとも１つを備えるかまたは含む。受
信期間と受信期間との間の非受信期間を備える不連続モードは、不連続受信（ＤＲＸ）と
しても知られている。送信期間と送信期間との間の非送信期間を備える不連続モードは、
不連続送信（ＤＴＸ）としても知られている。
【００７２】
　図１は、ネットワークノード２８がｅＮｏｄｅＢ（例えば基地局ノード）であるＬＴＥ
環境における、ネットワークノード２８の非限定の一実施を示す。図１は、ネットワーク
ノード２８がノード送受信部４８とノードプロセッサもしくはノードコンピュータ５０と
を備えることをさらに示す。ノード送受信部４８は、例えば増幅器などの関連電子機器と
ともに、複数のアンテナを通常備える。ノードコンピュータ５０は、ノード無線リソース
制御（ＲＲＣ）部５２を備える。
【００７３】
　本明細書で使用する限り、「送受信部」は、少なくとも幾つかの実施形態では、複数の
送受信部を含むと理解されるべきである。さらに、無線端末３０またはネットワークノー
ド２８の送受信部がダウンリンクで不連続受信（ＤＲＸ）モードの動作にかかわってもよ
いということは、その送受信部がアップリンクで不連続送信（ＤＴＸ）モードの動作にも
かかわっていることを意味することはなく、その逆も同様である。
【００７４】
　本明細書に開示の技術の一態様は、無線端末などの無線端末を動作させる方法に関する
。図３は、本明細書に開示の技術の第１の態様による方法に含まれる代表的な動作例また
はステップ例を示す。動作３－１は、無線アクセスネットワークの１つ以上のノードから
送信されるダウンリンク信号について無線端末が測定を行うことを知らせるメッセージ、
または無線端末から送信されるアップリンク信号について無線アクセスネットワークが測
定を行うことを知らせるメッセージを、無線端末３０が、無線アクセスネットワークから
その送受信部３４を通じて受信する工程を含む。「無線アクセスネットワークの１つ以上
のノードから送信されるダウンリンク信号」は、具体的には、例えばｅＮｏｄｅＢなどの
基地局から送信されるダウンリンク信号を含むが、それに限定されない。
【００７５】
　本方法は、メッセージ受信の結果として、またはメッセージ受信後に、無線端末３０の
動作モードを変更する動作（動作３－２）、すなわち、不連続モードから、測定動作を促
進するための修正モードへ無線端末の動作を変更する動作をさらに含む。
【００７６】
　図４は、図３の方法の好ましい形態を示し、この形態は、動作３－３として、測定動作
の完了時に無線端末３０が修正モードから不連続モードに復帰する工程をさらに有する。
一実施形態例では、復帰動作３－３は、測定部４４から測定期間についての測定が終了し
たという指標（indication）を受け取った時に、無線リソース制御（ＲＲＣ）部４２で遂
行されてもよい。図４はまた、動作３－３に続いて動作３－１がもう１度実行されてもよ
いことと、図４の動作が必要に応じて本質的にループでまたは繰り返して実行されてもよ
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いこととを示す。
【００７７】
　本明細書に記載の幾つかの実施形態例では、動作３－１で無線アクセスネットワークか
ら受信されるメッセージは、無線アクセスネットワークの１つ以上のセル（図２参照）か
ら無線端末が受信する信号に対して測定を行うように、無線端末３０に指示するように設
定された測定要求メッセージ（ＭＲＭ：measurement request message）である。図１３
および図１４に描かれる実施形態などの他の実施形態では、動作３－１で受信されるメッ
セージは、無線アクセスネットワークが測定を行うことを示す。
【００７８】
　前述のように、「不連続モード」は、受信期間と受信期間との間の非受信期間、および
送信期間と送信期間との間の非送信期間のうちの少なくとも１つを備えるかまたは含む。
例えば、受信期間と受信期間との間に非受信期間を備える不連続モードは、不連続受信（
ＤＲＸ）としても知られており、送信期間と送信期間との間に非送信期間を備える不連続
モードは、不連続送信（ＤＴＸ）としても知られている。
【００７９】
　不連続モードから修正モードへの変更には、幾つかのシナリオが有り得る。最初の一般
的シナリオが図５に示されている。図５は、全体として、不連続モードから修正モードに
変化する無線端末のモードを示しており、修正モードは連続モードまたは修正不連続モー
ドを含む。図５の全体的シナリオについてのより具体的な例が、図５Ａ～図５Ｃにおいて
与えられている。
【００８０】
　図５Ａは、不連続モードが不連続受信（ＤＲＸ）モードであり、動作３－１の無線アク
セスネットワークからのメッセージの受信に応じて、無線端末が、連続受信モードまたは
修正不連続受信（ＤＲＸ’）モードに動作を変更する状況を示している。図５Ａの状況で
は、メッセージ（ＭＲＭ）の受信は、無線端末の送信動作モードを変更しない。
【００８１】
　図５Ｂは、不連続モードが不連続送信（ＤＴＸ）モードであり、動作３－１のメッセー
ジの受信に応じて、無線端末が、連続送信モードまたは修正不連続送信（ＤＴＸ’）モー
ドに動作を変更する状況を示している。図５Ｂの状況では、動作３－１のメッセージの受
信は、無線端末の受信動作モードを変更しない。
【００８２】
　図５Ｃは、不連続モードが不連続受信（ＤＲＸ）モードと不連続送信（ＤＴＸ）モード
の両方を有する状況を示している。動作３－１のメッセージの受信に応じて、無線端末は
、連続モード（連続受信と連続送信の両方を含む）または修正モード（修正不連続受信（
ＤＲＸ’）と修正不連続送信（ＤＴＸ’）の両方を含む）に動作を変更する。
【００８３】
　従って、本明細書で使用する限り、「不連続モードから修正モードへの変更」という表
現は、（１）無線端末のモードの変更（例えば、（不連続受信（ＤＲＸ）または不連続送
信（ＤＴＸ）などの）不連続モードから連続送信モードへの変更）と、（２）不連続モー
ド（第１の不連続モード）から修正不連続モード（第２の不連続モード）への変更とのう
ちの１つ以上を含む。
【００８４】
　（第１の）不連続モードから修正（第２の）不連続モードへの変更は、不連続モードに
関連するパラメータまたは値の変更を含んでもよく、例えば不連続受信（ＤＲＸ）サイク
ル値または不連続送信（ＤＴＸ）レベル値などのパラメータまたは値の変更（例えば、短
縮または減少）を含んでもよい。
【００８５】
　動作３－３で示される、不連続モードに復帰する無線端末３０の能力を考慮して、図５
および図５Ａ～５Ｃの矢印は、両矢印で示されている。図５および図５Ａ～５Ｃのいずれ
にも「モード変更」と言及されている破線は、動作３－１のメッセージの受信によって促
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されるモード変更、または例えば測定期間の終了などの測定の完了に応じて認められるモ
ード変更の復帰を含んでもよい。
【００８６】
　図６は、無線リソース制御（ＲＲＣ）部４２がモードコントローラ６０を備える無線端
末３０の一実施形態例を示す。モードコントローラ６０は、モード状態変更部６２を有し
、このモード状態変更部６２は、図５または図５Ａ～５Ｃに示される１つ以上のモード変
更などのモード変更を実施するとともに、無線端末３０の現在の動作モードを常に把握す
る。
【００８７】
　上述のように、モード変更すなわち「不連続モードから修正モードへの変更」は、不連
続モード（第１の不連続モード）から修正不連続モード（第２の不連続モード）への変更
を備えてもよい。第１の不連続モードから第２の不連続モードへの変更を実施するやり方
の一例は、不連続モードに関係するパラメータまたは値の変更を含む。例えば、不連続モ
ードの第１の値を有するパラメータは、修正不連続モードの第２の値に変更されてもよい
。このために、図６の無線端末３０のモードコントローラ６０が、不連続モード・パラメ
ータ値を格納するレジスタまたは記憶場所（第１のパラメータ値レジスタ６４）、および
修正モード・パラメータ値を格納するレジスタまたは記憶場所（第２のパラメータ値レジ
スタ６６）を備えるように示されている。
【００８８】
　前述のことから、動作３－１のメッセージの受信の結果として、一実施形態例では、無
線端末の動作は、（（第１のパラメータ値レジスタ６４に格納されてもよい）第１の不連
続モード・パラメータ値を特徴とする）第１の不連続モードから（（第２のパラメータ値
レジスタ６６に格納されてもよい）第２の不連続モード値を特徴とする）第２の不連続モ
ードに変更されてもよい。第２の不連続モード値は、第１の不連続モード・パラメータ値
より短い（例えば小さい）。
【００８９】
　前述の一例として、不連続モードが不連続受信（ＤＲＸ）モードの実施例では、第１の
不連続モード・パラメータ値および第２の不連続モード・パラメータ値は、不連続受信（
ＤＲＸ）サイクル長が異なる。第２の不連続モード・パラメータ値、例えば修正（第２の
）不連続モードのＤＲＸサイクル長は、第１の不連続モード・パラメータ値、例えば第１
の不連続モードのＤＲＸサイクル長より小さい。
【００９０】
　前述の別の例として、不連続モードが不連続送信（ＤＴＸ）モードの実施例では、第１
の不連続モード・パラメータ値と第２の不連続モードのパラメータ値は、不連続送信（Ｄ
ＴＸ）レベルが異なる。第２の不連続モード・パラメータ値、例えば修正（第２の）不連
続モードのＤＴＸレベルは、第１の不連続モード・パラメータ値、例えば第１の不連続モ
ードのＤＴＸレベルより小さい。
【００９１】
　図７および図８は、無線端末３０の一実施形態例を示し、この例では、無線リソース制
御（ＲＲＣ）部４２は、不連続モードから修正モードへのモード変更がいつ行われるかに
影響を及ぼすモード変更タイミング・ファクタ（ＭＣＴＦ：mode change timing factor
）に従って、不連続モードから変更するように構成される。図８は、不連続モードから修
正モードへのモード変更の説明図に時間ベクトルを重ね合わせており、動作３－１のメッ
セージの受信およびそれに続くモード変更の相対的な時間位置を示している。
　これまでの実施形態では、モード変更は、動作３－１のメッセージの受信後できる限り
速やかに行われるのに対して、図７および図８の実施形態では、モード変更タイミング・
ファクタ（ＭＣＴＦ）が本質的に、モード変更を、実行可能な実施時点を越えて遅らせる
働きをする。場合によっては、モード変更タイミング・ファクタ（ＭＣＴＦ）は、モード
変更が実施されるまでに、動作３－１のメッセージの受信後に存在する必要があるオフセ
ット値（例えば、持続時間またはフレーム）でもよい。その他の場合には、相対的なオフ
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セット値ではなく、モード変更タイミング・ファクタ（ＭＣＴＦ）は、モード変更が行わ
れる時点の特定の（例えば絶対的な）フレーム番号の指標でもよい（このような場合のモ
ード変更タイミング・ファクタ（ＭＣＴＦ）は、動作３－１のメッセージの受信後に起こ
るモード変更イベントを示す）。
【００９２】
　図７は、モード変更タイミング・ファクタ（ＭＣＴＦ）が、動作３－１のメッセージの
受信前に、無線端末で予め設定される第１の実施を含む、２つの個別の実施を説明するた
めに用いる。このために、図７は、無線リソース制御（ＲＲＣ）部４２と、予め設定され
たモード変更タイミング・ファクタ（ＭＣＴＦ）を格納し得るモード変更タイミング・フ
ァクタ（ＭＣＴＦ）レジスタまたは記憶場所６８を備えるモードコントローラ６０とを示
す。前述のように、事前設定は、動作３－１のメッセージの受信前の任意の時点で行われ
得る。例えば、セッションの開始時、セッション前の定期更新もしくはネットワークから
の管理メッセージによって、または、無線端末３０の始動時もしくは電源投入時に行われ
てもよい。
【００９３】
　図７は、モード変更タイミング・ファクタ（ＭＣＴＦ）のための値が動作３－１のメッ
セージに含まれる別の実施例も示す。この図７の代替実施は、ネットワークノード２８の
ノード無線リソース制御（ＲＲＣ）部５２がメッセージ・フォーマッタ８０を含むように
示している。図７のメッセージ・フォーマッタ８０は、動作３－１のメッセージの中にモ
ード変更タイミング・ファクタ（ＭＣＴＦ）を含めるように構成される。一実施例では、
動作３－１のメッセージは、任意の適切なＲＲＣシグナリング・メッセージの形態を取り
得る（またはそのメッセージに含まれてもよい）。モード変更タイミング・ファクタ（Ｍ
ＣＴＦ）は、例えば測定設定情報要素などの測定要求メッセージ（ＭＲＭ）の任意の未割
り当てのフィールドまたは任意の新しく指定されるフィールドに挿入されてもよい。
【００９４】
　図９および図１０は、無線リソース制御（ＲＲＣ）部４２が、測定動作の完了に応じて
、修正モードから不連続モードへの復帰のタイミングに影響を及ぼす測定後モード復帰タ
イミング・ファクタ（ＭＲＴＦ：mode revert timing factor）に従って、修正モードか
ら不連続モードに復帰するように構成される、無線端末３０の実施形態例を示す。図１０
は、不連続モードから修正モードへのモード変更の説明図に時間ベクトルを重ね合わせて
おり、測定動作の完了とそれに続く不連続モードへのモード復帰の相対的な時間位置を示
している。
　これまでの実施形態では、モード復帰は、測定動作の完了に応じてできる限り速やかに
行われるのに対して、図９および図１０の実施形態では、モード復帰タイミング・ファク
タ（ＭＲＴＦ）が本質的に、モード復帰を、実行可能な実施時点を越えて遅らせる働きを
する。場合によっては、モード復帰タイミング・ファクタ（ＭＲＴＦ）は、モード復帰が
実施される前に、測定動作の完了後に存在する必要があるオフセット値（例えば、持続時
間またはフレーム）でもよい。その他の場合には、モード復帰タイミング・ファクタ（Ｍ
ＲＴＦ）は、相対的なオフセット値ではなく、モード復帰が行われる時点の特定の（例え
ば絶対的な）フレーム番号の指標でもよい（このような場合のモード復帰タイミング・フ
ァクタ（ＭＲＴＦ）は、測定動作の完了後に起こるモード復帰イベントを示す）。
【００９５】
　図９は、実際のところ、モード復帰タイミング・ファクタ（ＭＲＴＦ）が無線端末で予
め設定される、例えば動作３－１のメッセージの受信前に予め設定される、第１の実施を
含む２つの個別の実施を説明するために用いる。このために、図９は、無線リソース制御
（ＲＲＣ）部４２と、事前設定のモード変更タイミング・ファクタ（ＭＣＴＦ）を格納し
得るモード復帰タイミング・ファクタ（ＭＲＴＦ）レジスタまたは記憶場所６８を備える
モードコントローラ６０とを示す。前述のように、事前設定は、動作３－１のメッセージ
の受信前の任意の時点で行われ得る。例えば、セッションの開始時、セッション前の定期
更新もしくはネットワークからの管理メッセージによって、または、無線端末３０の始動
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時もしくは電源投入時に行われてもよい。
【００９６】
　図９は、モード復帰タイミング・ファクタ（ＭＲＴＦ）のための値が動作３－１のメッ
セージに含まれる別の実施例も示す。この図９の代替実施は、ネットワークノード２８の
ノード無線リソース制御（ＲＲＣ）部５２が前述のメッセージ・フォーマッタ８０を含む
ことを示す。図９のメッセージ・フォーマッタ８０は、動作３－１のメッセージの中にモ
ード復帰タイミング・ファクタ（ＭＲＴＦ）を含めるように構成される。一実施例では、
当該メッセージは、任意の適切なＲＲＣシグナリング・メッセージの形態を取り得る（ま
たはそのメッセージに含まれてもよい）。モード復帰タイミング・ファクタ（ＭＲＴＦ）
は、例えば測定設定情報要素などの測定要求メッセージ（ＭＲＭ）の任意の未割り当ての
フィールドまたは任意の新しく指定されるフィールドに挿入されてもよい。
【００９７】
　従って、図７および図９は、無線リソース制御（ＲＲＣ）部５２が、無線端末３０への
送信用のメッセージを作成し、その中にモード変更のタイミングを指定するかまたはタイ
ミングに影響を及ぼすパラメータを含めるように構成される。当該モード変更は、不連続
モードと修正モードとの間にあり、例えば図７の場合には、不連続モードから修正モード
へのモード変更であり、図９の場合には、修正モードから不連続モードへのモード変更で
ある。特に、ノード無線リソース制御（ＲＲＣ）部５２は、動作３－１のメッセージの中
に、モード変更タイミング・ファクタ（ＭＣＴＦ）とモード復帰タイミング・ファクタ（
ＭＲＴＦ）の一方または両方を含めるように構成されるメッセージ・フォーマッタ８０を
備える。
　前述のように、不連続モードは、受信期間と受信期間との間の非受信期間、および送信
期間と送信期間との間の非送信期間のうちの少なくとも１つを備えるように構成される。
不連続モードと比べて、修正モードは、（i）非受信期間および（ii）非送信期間のうち
の少なくとも１つを短縮または削除するように構成される。送受信部は、無線インタフェ
ースを通じて無線端末に動作３－１のメッセージを送信するように構成される。
【００９８】
　一実施形態例では、無線リソース制御（ＲＲＣ）部は、不連続受信（ＤＲＸ）と不連続
送信（ＤＴＸ）の一方または両方を無効にすることによって、不連続モードから修正モー
ドに変更するように構成される。
【００９９】
　一実施形態例では、無線端末３０の測定部４４は、例えば無線端末の位置判定のための
測定などを行うように構成される。そのような測定を実行および評価し得る多様なやり方
がある。一実施例では、動作３－１のメッセージは、無線アクセスネットワークの複数の
セルから無線端末が受信する信号の到達時間差を測定することを測定部４４に指示するよ
うに構成される測定要求メッセージである。別の実施例では、測定要求メッセージは、無
線アクセスネットワークの複数のセルから無線端末が受信する信号の基準信号時間差（Ｒ
ＳＴＤ：reference signal time difference）を測定することを測定部４４に指示するよ
うに構成される。
【０１００】
　実施形態例において、動作３－１のメッセージは、無線端末の位置を判定するために測
定が行われることを示し得ると上述した。本明細書に開示の技術は、本質的に、そのよう
な測定を行うあらゆる実行可能なやり方、および無線端末の位置判定を促進する種々の異
なる種類の信号を包含する。測位方法の幾つかの非限定的な例について、説明のために以
下に述べる。
【０１０１】
　無線端末の位置を判定する１つの技術は、ラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）の判定を含
む。ラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）は、ダウンリンクにおける信号送信の始点と、アッ
プリンクにおいて受信した対応する信号についての推定された最初のパスとの間の時間差
である。ラウンドトリップ時間は、基地局で測定される。図１３および図１４を参照して
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以下に述べる一実施形態例によれば、基地局がラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）の測定を
行う際に無線端末が不連続送信（ＤＴＸ）モードにある場合、無線端末（ＵＥ）は、不連
続送信（ＤＴＸ）を無視すべきであり、その代わりに、基地局から受信した任意のダウン
リンク信号に応答してアップリンクで連続的に送信すべきである。それによって、ラウン
ドトリップ時間（ＲＴＴ）測定を促進することが望ましい。ＲＴＴの測定は、ユーザ固有
の測定であり、これは、セル内の各ＵＥについて個別に測定されることを意味する。ＵＴ
ＲＡＮシステムでは、ＲＴＴは、ＵＴＲＡＮ測定として規定されている。
【０１０２】
　無線端末の位置を判定する別の技術は、無線端末（ＵＥ）の受信－送信時間差（例えば
、ＵＥ Ｒｘ－Ｔｘ時間差）の判定を含む。ＵＴＲＡＮ ＦＤＤ（ＷＣＤＭＡ）では、呼設
定および位置決め（測位）のために主に定められている、それぞれタイプ１およびタイプ
２の２つのＵＥ Ｒｘ－Ｔｘ時間差測定がある。例えば非特許文献４などを参照されたい
。これらのうち、１番目のもの（タイプ１）は必須であるが、任意的な測定である２番目
のもの（±１チップ精度）より精度が劣る（±１．５チップ精度）。
【０１０３】
　無線端末の位置を判定する別の技術は、３つのセルからの信号の観測到達時間差（ＯＴ
ＤＯＡ：observed time difference of arrival）の判定を含む。ＷＣＤＭＡでは、２つ
の異なるセルから受信したＣＰＩＣＨ信号についてＵＥが測定するＳＦＮ－ＳＦＮタイプ
２測定（非特許文献４参照）が、この方法で使用するＵＥの位置の判定のために使用され
る。Ｅ－ＵＴＲＡＮでは、同様の測定が、既知のパイロット信号または基準信号について
行われる。基準信号は、通常のセル固有の基準信号または位置決め用の固有の基準信号で
もよい。一般に、そのような測定は、ＯＴＤＯＡと称され得る。より具体的には、この測
定を基準信号時間差（ＲＳＴＤ）と称している。
【０１０４】
　無線端末の位置を判定する別の技術は、受信信号強度、受信信号品質およびパスロスな
どの通常の隣接セル測定を含む。これらの種類の測定は、より一般的にはフィンガプリン
ト法として知られているパターンマッチング法を使用してもよい。このような測定の公知
の例は、ＵＴＲＡＮ ＦＤＤにおけるＣＰＩＣＨ ＲＳＣＰおよびＣＰＩＣＨ Ｅｃ／Ｎｏ
（例えば非特許文献４などを参照）、ＵＴＲＡＮ ＴＤＤにおけるＰ－ＣＣＰＣＨ ＲＳＣ
Ｐ（例えば非特許文献５などを参照）、ならびにＥ－ＵＴＲＡＮにおけるＲＳＲＰおよび
ＲＳＲＱ（例えば非特許文献６などを参照）である。しかし、パスロス、ＣＰＩＣＨ Ｒ
ＳＣＰ、Ｐ－ＣＣＰＣＨ ＲＳＣＰおよびＲＳＲＰなどの信号強度タイプの測定が、パタ
ーンマッチング測位法に最も関係がある。
【０１０５】
　このように、本明細書に開示の技術は、例えば２つのセルからの信号の観測到達時間差
、基準信号時間差（ＲＳＴＤ）、ＵＴＲＡＮにおけるＳＦＮ－ＳＦＮタイプ２測定、また
は位置決めのために使用される任意の他の測定などの、１つ以上の位置決め測定を行うよ
うにネットワークが要求する場合に、ＤＲＸ／ＤＴＸモードの無線端末（ＵＥ）の動作を
支配するルール・セットについての定義を含む。本明細書に開示の技術は、個別の特徴ま
たは組み合わせ可能な特徴として、例えば、不連続受信（ＤＲＸ）において位置決め測定
を行う方法および装置、ならびに不連続送信（ＤＴＸ）において位置決め測定を行う方法
および装置などを含む。
【０１０６】
　本明細書に含まれる幾つかの実施形態では、ネットワークは、２つ以上のセル・セット
に対応する２つのセルからの信号の到達時間差などの位置決め測定を行うように無線端末
（ＵＥ）に要求する。これらのセル・セットは、好ましくは異なる基地局サイトに配置さ
れるべきである。無線端末（ＵＥ）は、そのような要求をネットワークから受信する際、
不連続モード（例えばＤＲＸ状態）にあるものとする。本明細書に開示の技術のこの部分
については、幾つかの側面がある。
【０１０７】
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　第１の側面によれば、測定要求の受信に応じて、ＵＥは、ＤＲＸサイクルを無視し、連
続受信モードになる。ＵＥは、要求された位置決め測定をすべて実行するまで、連続受信
モードのままでいる。必要な測定をすべて完了後、無線端末（ＵＥ）は、不連続受信（Ｄ
ＲＸ）状態に戻るかまたは復帰する。そのようなルールは、ネットワークが不連続受信（
ＤＲＸ）モードにおける無線端末（ＵＥ）の動作について認識しているよう、標準規格に
おいて予め規定されてもよい。
【０１０８】
　第２の側面によれば、測定要求の受信に応じて、無線端末（ＵＥ）は、ＤＲＸサイクル
を完全には無視しない。もっと正確に言えば、無線端末（ＵＥ）は、そのＤＲＸサイクル
を短縮する。無線端末（ＵＥ）は、要求された位置決め測定をすべて実行するまで、短縮
ＤＲＸサイクルを使用して動作する。必要な測定をすべて完了後、ＵＥは、測定要求の受
信前に使用していた最初のＤＲＸに戻るかまたは復帰する。このようなルールもまた、Ｄ
ＲＸモードにおけるＵＥの動作についてネットワークに認識させるよう、標準規格におい
て予め規定されてもよい。短縮ＤＲＸサイクルは、無線端末（ＵＥ）において最初に事前
設定されてもよい。あるいは、短縮ＤＲＸサイクルはまた、可能な限りの最も短いＤＲＸ
サイクル、またはある特定のＤＲＸサイクル、例えば４０ミリ秒周期などの予め定められ
たＤＲＸサイクルでもよい。あるいは、短縮ＤＲＸは、位置決め測定の実行要求を含むの
と同じ測定制御メッセージで伝達されてもよい。先行技術のシステム（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）
では、無線端末（ＵＥ）は、例えば１つの短いサイクルおよび１つの長いサイクルなどの
、２つのＤＲＸサイクルを使用して事前設定され得る。この第２の側面は、無線端末（Ｕ
Ｅ）が短縮ＤＲＸサイクルを使用して必要な測定精度を満足できる場合に役立つ。このよ
うにして、無線端末（ＵＥ）は、さらにそのバッテリ電力をある程度節約できる。
【０１０９】
　前述の一例として、無線端末（ＵＥ）がＤＲＸサイクル＝１．２８秒を使用していると
想定する。ネットワークノードから位置決め測定要求の受信に応じて、無線端末（ＵＥ）
は、ＤＲＸサイクル＝４０ミリ秒を使用して動作を開始し、測定をすべて完了するまで続
ける。測定完了後、ＵＥは、ＤＲＸサイクル＝１．２８秒に戻る。
【０１１０】
　第３の側面によれば、位置決め測定を行うために、ＵＥが連続モードになる、またはそ
のＤＲＸサイクルを短縮する、時間インスタンスまたは相対的な時間オフセットも、予め
定められてもよい。上述のモード変更タイミング・ファクタ（ＭＣＴＦ）を参照されたい
。あるいは、そのようなパラメータは、測定要求と一緒に無線端末（ＵＥ）に伝達されて
もよいし、または、例えばセッションの開始時などに、無線端末（ＵＥ）において最初に
事前設定されてもよい。
【０１１１】
　同様に、第４の側面によれば、位置決め測定実行後に、ＵＥが最初のＤＲＸサイクルに
戻るまたは復帰する時間インスタンスまたは相対的な時間オフセットも、予め定められて
もよい。上述のモード復帰タイミング・ファクタ（ＭＲＴＦ）を参照されたい。あるいは
、時間インスタンスまたは相対的な時間オフセットは、測定要求と一緒にパラメータとし
て無線端末（ＵＥ）に伝達されてもよいし、または、例えばセッションの開始時などに、
無線端末（ＵＥ）において最初に事前設定されてもよい。
【０１１２】
　全般的に見て、上記の側面は、位置決め測定が、不連続モードよりも（例えばＤＲＸな
どよりも）優先順位が高いということに相当する。従って、第５の側面によれば、ＤＲＸ
よりも優先順位が高いことが、または、位置決め測定を行う際に（例えば、２つのセルか
らの信号の到達時間差測定を行う際に）、無線端末（ＵＥ）が、ＤＲＸ動作を無効にする
、ＤＲＸ動作を無視する、もしくはＤＲＸを短縮することが、標準規格またはその他のや
り方で単に規定され得る。このようにすると、ＤＲＸにおける方法の詳細は、明示的な標
準化ではなく、無線端末（ＵＥ）の実装に委ねられる。
　さらに別の実施形態によれば、無線端末（ＵＥ）が不連続モードにあり、かつ位置決め
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測定を行うように要求された際に、無線端末（ＵＥ）が、非ＤＲＸの場合（連続受信の場
合）に対応する測定要件、または短縮ＤＲＸに対応する測定要件を満足すべきことも、仕
様に定められ得る。このことは、測定期間および他の要件が、非ＤＲＸの場合または短縮
ＤＲＸの場合と同一であるということを意味する。
【０１１３】
　上述のように、無線端末（ＵＥ）は、位置決め測定要求の受信に応じて、不連続モード
（例えばＤＲＸ）を無効にしてもよいし、あるいはＤＲＸサイクルを短縮してもよい。本
明細書に開示の技術の非限定的な幾つかのシナリオ例について、図１１および図１２に示
す。
【０１１４】
　図１１のシナリオは、位置決め測定（例えばＲＳＴＤなど）の実行要求の受信に応じて
、ＵＥがＤＲＸを完全に無効にする事例（例えば、第１の側面）を含む。
　図１１に示されるように、最初、無線端末（ＵＥ）はＤＲＸ状態にある（動作１１－１
）。次いで、無線端末（ＵＥ）は、ネットワークからＲＳＴＤ測定要求を受信する（動作
１１－２）。ネットワークからの要求メッセージはまた、無線端末（ＵＥ）がそのＤＲＸ
を無効にする、および、測定実行後にＤＲＸを有効にする時間イスタンス（例えば、上述
のモード変更タイミング・ファクタ（ＭＣＴＦ）などのサブフレームまたは時間オフセッ
ト）を含んでもよい。さもなければ、無線端末（ＵＥ）は、予め定められた値またはルー
ルから、時間インスタンスまたは時間オフセットを決定する。
　次いで、無線端末（ＵＥ）は、ＤＲＸサイクルを無効にし（動作１１－３）、対をなす
セルの複数のセット（例えば、サービングセルとＮ個の隣接セルからなるＮ（Ｎ＞１）対
のセットなど）から、ＲＳＴＤ測定の実行を開始する（動作１１－４）。無線端末（ＵＥ
）は、例えば動作の要件などに従って、指定の持続期間内に要求されたＲＳＴＤ測定のす
べてを実行できる。従って、無線端末（ＵＥ）が非ＤＲＸ（連続受信モード）に留まる持
続期間は、非ＤＲＸの場合のＲＳＴＤ測定期間とほぼ等しい。それ故、測定タイマが満了
すると（１１－５）、無線端末（ＵＥ）は、ＤＲＸモードを有効にする（例えば不連続モ
ードに復帰する）（動作１１－６）。
【０１１５】
　図１２は、例えばＲＳＴＤなどの位置決め測定の実行要求の受信に応じて、無線端末（
ＵＥ）がＤＲＸサイクルを短縮する、非限定的な特定の一シナリオ例を示す。
　図１２に示されるように、最初無線端末（ＵＥ）は、ＤＲＸ状態にある（動作１２－１
）。無線端末（ＵＥ）は、ネットワークからＲＳＴＤ測定要求を受信する（動作１２－２
）。ネットワークからの要求メッセージはまた、無線端末（ＵＥ）がそのＤＲＸサイクル
を短縮する、および、測定実行後に最初のＤＲＸ状態に戻る時間イスタンス（例えば、サ
ブフレームまたは時間オフセット）を含んでもよい。さもなければ、無線端末（ＵＥ）は
、予め定められた値またはルールから、時間インスタンスまたは時間オフセットを決定す
る。
　次いで、無線端末（ＵＥ）は、そのＤＲＸサイクルを短縮し（動作１２－３）、対をな
すセルの複数のセット（例えば、サービングセルとＮ個の隣接セルからなるＮ（Ｎ＞１）
対のセットなど）から、ＲＳＴＤ測定の実行を開始する（動作１２－４）。無線端末（Ｕ
Ｅ）が短縮ＤＲＸサイクルに留まる持続期間は、短縮ＤＲＸサイクルに相当するＲＳＴＤ
測定期間にほぼ等しい。それ故、測定タイマが満了すると（動作１２－５）、無線端末（
ＵＥ）は、初期のＤＲＸ状態に戻る（動作１２－６）。
【０１１６】
　図１１および図１２の例はＲＳＴＤを扱っているが、ＵＴＲＡＮ ＳＦＮ－ＳＦＮタイ
プ２、２つのセルからの信号の観測到達時間差（ＯＴＤＯＡ）、またはパスロスや信号強
度や信号品質などを含む任意の他の位置決め測定などの、他の位置決め測定に、図１１お
よび図１２の例が容易に適用され得ることを当業者は理解し得る。
【０１１７】
　不連続送信（ＤＴＸ）は、あらゆるタイプのアイドルギャップに起因して起こり得る。
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当該ギャップは、一般的に、周波数間（inter-frequency）のキャリアおよびＲＡＴ間（i
nter-RAT）の（すなわち、サービング・キャリアに対応する技術以外の技術上の）キャリ
アの少なくともいずれかについての測定を行うために使用される。ＵＴＲＡＮおよびＥ－
ＵＴＲＡＮでは、周期的な圧縮モードパターンおよびアイドルギャップがそれぞれ、これ
らのタイプの測定を行うために使用される。
【０１１８】
　ＤＴＸは、送信電力、受信干渉、雑音上昇等を減少するためなどの他の目的のために、
ＵＴＲＡＮでも使用される。例として、もともと連続的な電力制御が使用されており、そ
れ故に連続的なＤＰＣＣＨが使用されているＷＣＤＭＡでは、ネットワークが設定可能な
不連続アップリンク電力制御機能によって（すなわち、不連続な個別物理制御チャネル（
ＤＰＣＣＨ）を設定することによって）、ネットワークがアップリンク雑音上昇およびＵ
Ｅ送信電力を減少させることが可能である。正確なＤＴＸパターン（例えば周期性）およ
びＤＴＸ／アイドルの時／ギャップは、所望のシナリオに従ってネットワークによって設
定される。
【０１１９】
　本明細書に開示の技術の第６の側面によれば、位置決め測定（例えば、ＲＳＴＤまたは
ＳＦＮ－ＳＦＮタイプ２等）についての要求の受信に応じて、無線端末（ＵＥ）は、ＤＴ
Ｘを無効にし、連続送信モードになる。位置決め測定実行後、無線端末（ＵＥ）は、ＤＴ
Ｘモードに戻る。ＤＲＸの場合と同様に、ＤＴＸが無効化および有効化される時間インス
タンスまたは時間オフセットは、ネットワークから伝達されてもよいし、予め定められた
ルールから導かれてもよいし、予め定められた値であってもよい。
【０１２０】
　本明細書に開示の技術の第７の側面によれば、位置決め測定（例えば、ＲＳＴＤまたは
ＳＦＮ－ＳＦＮタイプ２等）要求の受信に応じて、無線端末（ＵＥ）は、ＤＴＸを完全に
無効にしないで、正確に言うと、ＤＴＸサイクルまたはＤＴＸレベルを減少させ、例えば
ＵＥは、ＤＴＸの周期を６４０ミリ秒から８０ミリ秒にしてもよい。ＤＴＸサイクルはま
た、要求に応じて予め定められてもよい。無線端末（ＵＥ）は、可能な限りの最も短いＤ
ＴＸレベルになるか、あるいは、事前設定のＤＴＸ／アイドルギャップもしくは予め定め
られたＤＴＸ／アイドルギャップに従って動作する。位置決め測定の実行後、無線端末（
ＵＥ）は、通常または初期のＤＴＸモードに戻る。ＤＲＸの場合と同様に、無線端末（Ｕ
Ｅ）が短縮ＤＴＸで送信する時間インスタンスまたは時間オフセット、および通常のＤＴ
Ｘで再開する時間インスタンスまたは時間オフセットは、ネットワークから伝達されても
よいし、予め定められたルールから導かれてもよいし、予め定められた値であってもよい
。
【０１２１】
　ＤＴＸサイクルまたはアイドルギャップ（圧縮モードギャップまたは測定ギャップなど
）が長くなるほど、特に、基地局で行われる位置決め測定についての測定期間および応答
時間（例えば、ラウンドトリップ時間または一方向の伝搬遅延）が長くなることがある。
この理由は、ＤＴＸまたはアイドルギャップに起因して、無線端末（ＵＥ）が送信した信
号を無線ネットワークノードがまばらに受信するからである。この問題は、例えば本明細
書に開示の技術の第８の側面などによって解決される。
【０１２２】
　図１３は、本明細書に開示の技術の第８の側面の実施に適した、代表的なネットワーク
ノード２８および代表的な無線端末３０を示しており、ネットワークノード２８は、当該
ネットワークノードが無線端末３０についての位置決め測定を行う間、不連続送信（ＤＴ
Ｘ）モードを中断するよう、当該無線端末３０に指示する。この第８の側面に関しては、
図１３のネットワークノード２８は、ノード測定部８０を有する。
【０１２３】
　（図１３および図１４に示される）この第８の側面によれば、無線端末（ＵＥ）は、例
えばラウンドトリップ時間または一方向の伝搬遅延等のアップリンク位置決め測定を促進
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するために、ＤＴＸサイクルを無効にする。このようにして、基地局、ノードＢまたはｅ
ＮｏｄｅＢなどの無線ネットワークノードは、無線端末（ＵＥ）送信の信号を頻繁に受信
して、位置決め関連測定を迅速に行うとともにより短期間にＵＥ位置を判定できる。
　図１４は、第８の側面の非限定的な動作例またはステップ例を示しており、特に動作１
４－１として、ネットワークノードが、指定された（例えば特定の）期間（Ｔ１）にわた
ってＤＴＸを無効にするよう無線端末（ＵＥ）に指示するメッセージまたはコマンドをＵ
Ｅに伝達することを示している。動作１４－２として、無線端末（ＵＥ）は、不連続送信
（ＤＴＸ）モードを中断する。特定のまたは指定された期間Ｔ１の間、ネットワークノー
ドは、位置決め測定を行う（動作１４－３）。期間Ｔ１後、ＵＥは、ＤＴＸ動作を再開す
る（動作１４－４）。
【０１２４】
　図１３および図１４に示される第８の側面では、期間Ｔ１は、無線端末へのメッセージ
の中でネットワークノードから指定されてもよいし、または、予め定められた値（例えば
、非ＤＴＸの場合における測定量の測定期間）であってもよい。その場合は、ネットワー
クが伝達するメッセージは、当該ネットワークが位置決め測定を行うことを無線端末（Ｕ
Ｅ）に知らせるだけであろう。それ故、ＵＥは、予め定められた時間までＤＴＸを無視し
続けるであろう。
【０１２５】
　従って、第８の側面では、ネットワークは、ネットワークが現在測定を行っていること
を無線端末（ＵＥ）に知らせる。あるいは、ネットワークは、特定の時間にわたってＤＴ
Ｘを無視するようにＵＥに指示する。別のやり方では、ネットワークが、予め定められた
メッセージまたは信号を単にＵＥに送信する。当該予め定められたメッセージは、予め定
められたルールに従って、予め定められた特定の期間にわたってＵＥがＤＴＸを無視する
ことを暗に伝える。
【０１２６】
　上記で何回か説明したが、ＤＲＸサイクル、ＤＴＸサイクルまたはアイドルギャップ（
圧縮モードギャップまたは測定ギャップなど）が長くなるほど、測定期間が長くなること
があり、その結果、無線端末（ＵＥ）の位置の判定が遅延することがある。図１５は、無
線端末が、２．５６秒のサイクル長を有する不連続モード（ＤＲＸまたはＤＴＸの一方ま
たは両方）で動作しており、４つのセルのそれぞれからの４つのサンプルを用いる状況を
示している。図１５の不連続モードの状況では、ＬＴＥ測定量である基準信号受信電力（
ＲＳＲＰ：reference signal received power）の測定期間は、約１０．２８秒である。
図１５はまた、非不連続モードなどの修正モードへの（特に、図１６の状況例への）モー
ド変更に応じて行われる測定期間の短縮について示している。それに応じて、モード変更
を考慮して、測定期間が１０．２８秒から２００ミリ秒に短縮されていることを、図１５
は示している。大幅に短縮された測定期間によって、無線端末（ＵＥ）の位置をより迅速
かつ正確に判定することが可能になる。
【０１２７】
　連続送信は、測定を速めるのに役立つが、干渉を増加させもする。それ故、ＤＴＸサイ
クルまたはＤＴＸレベルを適切な値にすることで、位置決め測定についての妥当な測定期
間と、無線端末（ＵＥ）の判定された位置についての許容可能な応答時間とがもたらされ
るであろう。この目的は、本明細書に開示の技術の第９の側面によって達成される。
　従って、この第９の側面によれば、無線端末（ＵＥ）は、無線ネットワークノードがよ
り短期間に位置決め測定を行うのを促進するために、短縮されたＤＴＸサイクル／アイド
ルギャップを使用する。これまでの場合と同様に、ネットワークは、ＤＴＸ／アイドルギ
ャップを特定の期間（Ｔ２）にわたっていつ短縮すべきかをＵＥに伝達する必要がある。
短縮されたＤＴＸサイクルがＵＥに伝達されてもよいし、あるいは、予め定められたルー
ルも指定されてもよい。例として、当該予め定められたルールは、事前設定された短縮Ｄ
ＴＸ／アイドルギャップまたは予め定められた短縮ＤＴＸ／アイドルギャップに従って動
作することを、ＵＥに要求できよう。別の可能性は、無線端末（ＵＥ）が可能な限りで最
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も短いＤＴＸレベルを使用することである。期間（Ｔ２）もまた、伝達される値ではなく
、予め定められた値であってもよい。
【０１２８】
　本明細書に開示の技術の第１０の側面によれば、位置決め測定は、ＤＴＸ／アイドルギ
ャップ／測定ギャップ／圧縮モードギャップよりも優先順位が高いことが、仕様に定めら
れ得るかまたは規定（例えば標準化）され得るだけでもよい。さもなければ、無線端末（
ＵＥ）、ネットワークまたはその両方によって位置決め測定が行われる場合に、ＤＴＸ／
アイドルギャップ／測定ギャップ／圧縮モードギャップをＵＥが無効化、無視または短縮
することが、仕様に定められてもよい。このようにすると、ＤＴＸまたはアイドルギャッ
プにおける方法の詳細は、明示的に標準化をすることなしに、無線端末（ＵＥ）の実装に
委ねられるであろう。
　さらに別の実施形態によれば、無線端末（ＵＥ）がＤＴＸ状態にあり、かつ位置決め測
定が無線端末（ＵＥ）または無線ネットワークノードによって行われる際に、非ＤＴＸの
場合（連続送信の場合）に対応する測定要件、または短縮ＤＴＸに対応する測定要件を満
足すべきことも、仕様に定められ得る。このことは、測定期間および他の要件が、非ＤＴ
Ｘの場合または短縮ＤＴＸの場合と同一であるということを意味する。
【０１２９】
　実際には、ＤＴＸモードおよびＤＲＸモードの両方が使用されてもよい。例として、無
線端末（ＵＥ）がＤＲＸに設定されている場合に、隣接セル測定を行うための測定ギャッ
プも、同時に有効化されてもよい。
【０１３０】
　従って、本明細書に開示の技術の第１１の側面によれば、無線端末（ＵＥ）によって、
基地局などの無線ネットワークノードによって、または無線端末（ＵＥ）と無線ネットワ
ークノードの両方によって、位置決め関連測定（すなわち、測定期間にわたるＤＲＸ／Ｄ
ＴＸの無効化）が行われる場合に、無線端末（ＵＥ）は、ＤＲＸとＤＴＸ（または任意の
タイプのアイドルギャップ）の両方を無効にする。
【０１３１】
　本明細書に開示の技術の第１２の側面によれば、ＵＥによって、基地局などの無線ネッ
トワークノードによって、またはＵＥおよび無線ネットワークノードの両方によって、位
置決め関連測定（すなわち、測定期間にわたる短縮ＤＲＸ／ＤＴＸの使用）が行われる場
合に、ＵＥは、短縮ＤＲＸと短縮ＤＴＸの両方を使用する。
【０１３２】
　本明細書に開示の技術の第１３の側面によれば、本明細書に開示のＤＲＸおよびＤＴＸ
における位置決め測定に関する方法のあらゆる組み合わせが使用されてもよい。
【０１３３】
　これまでの実施形態のすべては、ＤＲＸにおける地上測位法（例えば、ＵＥベースおよ
びネットワークベースのＵＴＤＯＡ等）に関する測定に関係があるルール、方法および手
順を含むか、備えるか、またはその両方である。
【０１３４】
　ＧＮＳＳまたはＡ－ＧＮＳＳの場合では、無線端末（ＵＥ）は、一定数の衛星（例えば
、一定数の可視衛星）から受信した信号、衛星の識別子などについての測定を、全部また
は一部行う必要がある。無線端末（ＵＥ）がＤＲＸモードにある場合、測定は遅延するで
あろう。これにより、無線端末（ＵＥ）の位置の判定における応答時間が長くなるであろ
う。
【０１３５】
　本明細書に開示の技術の第１４の側面によれば、本明細書に記載の方法はすべて、例え
ばＡ－ＧＰＳ測定などの衛星ベースの位置決め測定を行うためにも使用されてもよい。こ
のことは、無線端末（ＵＥ）が、ＧＮＳＳ、Ａ－ＧＮＳＳまたはＡ－ＧＰＳ関連測定を行
う場合に、ＤＲＸ／ＤＴＸを無視してもよいか、またはＤＲＸ／ＤＴＸを短縮してもよい
ということを意味する。
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【０１３６】
　従って、本明細書に開示の技術は、とりわけ以下を二者択一的にまたは集合的に含む。
【０１３７】
　不連続受信（ＤＲＸ）状態において、無線端末は、非不連続受信（ＤＲＸ）に対応する
測定期間にわたって、基準信号時間差（ＲＳＴＤ）測定を行う。
【０１３８】
　無線端末が不連続受信（ＤＲＸ）モード／状態であるか否かにかかわらず、無線端末は
、同一の測定期間にわたって基準信号時間差（ＲＳＴＤ）測定を行う。
【０１３９】
　無線端末が不連続受信（ＤＲＸ）モード／状態に設定されている場合、ネットワークか
らの基準信号時間差（ＲＳＴＤ）測定の受信に応じて、無線端末は、基準信号時間差（Ｒ
ＳＴＤ）測定についての測定期間中、不連続受信（ＤＲＸ）サイクルを無視する。
【０１４０】
　無線端末が不連続受信（ＤＲＸ）モード／状態に設定されている場合、ネットワークか
らの基準信号時間差（ＲＳＴＤ）測定要求の受信に応じて、無線端末は、基準信号時間差
（ＲＳＴＤ）の測定期間中、非ＤＲＸ状態になる（またはそのＤＲＸサイクルを短縮する
）。
【０１４１】
　本明細書に開示の技術の第１５の側面によれば、無線端末（ＵＥ）は、緊急事態または
公衆警報（public warning）などの危機的状況の場合に、ＤＲＸおよびＤＴＸの少なくと
もいずれかを無視する。緊急事態または公衆警報は、ハリケーン、台風、竜巻、洪水、テ
ロ行為、火事等のような、１つ以上の理由が原因で引き起こされ得る。
　一実施形態では、ＵＥがＤＲＸおよびＤＴＸの少なくともいずれかで動作している場合
には、ネットワークノードからの緊急関連情報の受信に応じて、ＵＥは、特定の期間（Ｔ
ｅ）にわたってＤＲＸおよびＤＴＸの少なくともいずれかを無視する。期間Ｔｅは、予め
定められた期間であってもよいし、ネットワークから伝達される値であってもよい。Ｔｅ
を含む緊急情報は、ブロードキャストチャネル、ＵＥ固有のチャネル、または任意の適切
なチャネルを介して、ＵＥに送信されてもよい。ＵＥは、ネットワークからシグナリング
・メッセージによって、ＤＲＸ状態およびＤＴＸ状態の少なくともいずれかを無視するよ
うに明示的に指示されてもよい。あるいは、緊急事態下におけるＤＲＸ状態およびＤＴＸ
状態の少なくともいずれかの無効化もまた、予め定められたルールに基づいてもよい。例
として、予め定められたルールが仕様で定められてもよく、そのルールに従って、ＵＥが
、緊急呼を開始するか、または警報もしくは緊急事態に関連する要求を送信した場合、Ｕ
Ｅは、予め定められた時間にわたって、または緊急呼の完了まで、ＤＲＸおよびＤＴＸの
少なくともいずれかを無効にする。
　公衆警報または緊急事態の終了後、ＵＥは、通常のＤＲＸ動作およびＤＴＸ動作の少な
くともいずれかに復帰する。緊急事態においてＤＲＸおよびＤＴＸの少なくともいずれか
を無効にすることによって、ＵＥおよびネットワークが、通信をより高速に確立すること
が可能になるとともに、ＵＥおよびネットワークノードの少なくともいずれかが、種々の
理由のため（例えば、ＵＥ位置の判定のため、より良好な移動性能のため等）に必要とな
る測定を、より高速に実行することが可能になる。
【０１４２】
　本明細書に開示の技術の第１６の側面によれば、ＵＥがＤＲＸおよびＤＴＸの少なくと
もいずれかで動作している際に、緊急事態または公衆警報などの危機的状況がある場合に
、ＵＥは、ＤＲＸ状態およびＤＴＸ状態の少なくともいずれかを完全には無効にしない。
正確に言うと、ＵＥは、期間（Ｔｓ）にわたってＤＲＸサイクルおよびＤＴＸサイクルの
少なくともいずれかを短縮する。Ｔｓは、予め定められた値であってもよいし、ネットワ
ークノードからＵＥに伝達される値であってもよい。ＤＲＸ／ＤＴＸサイクルについての
短縮された値は、緊急事態の間の使用のために予め定められてもよいし、あるいは、ブロ
ードキャストチャネル、ＵＥ固有のチャネル、または任意の適切なチャネルを介して、緊
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急メッセージの中でＵＥに伝達されてもよい。
　公衆警報または緊急事態の終了後、ＵＥは、通常のＤＲＸおよびＤＴＸ動作の少なくと
もいずれかに復帰する。緊急事態におけるＤＲＸおよびＤＴＸの少なくともいずれかの短
縮には、幾つかの利点がある。当該短縮によって、ＵＥおよびネットワークが、通信をよ
り高速に確立するのが可能になるとともに、ＵＥおよびネットワークノードの少なくとも
いずれかが、種々の理由のため（例えば、ＵＥ位置の判定のため、より良好なＵＥ移動性
能のため等）に必要となる測定を、比較的高速に実行することが可能になる。他の利点は
、そのような緊急事態において重要であるバッテリ電力を、さらに節約できることである
。
【０１４３】
　図１７および図１８は、本明細書に開示の技術の第１５および第１６の側面を示してい
る。
　図１７は、本明細書に開示の技術の第１５および第１６の側面に従った方法に含まれる
代表的な動作例またはステップ例を示している。動作１７－１は、緊急事態が存在するこ
とを認識する工程を含む（当該認識は、前述の例のいずれかに従う）。本方法は、当該認
識の結果として、または認識後に、無線端末３０の動作モードを変更する動作（動作１７
－２）、すなわち、不連続モードから、測定の動作を促進するための修正モードに、無線
端末の動作を変更する工程をさらに含む。
　図１８は、図１７の方法の好ましい形態を示しており、無線端末３０が修正モードから
不連続モードに復帰する動作１７－３をさらに含む。そのような復帰は、例えば、所定の
時間間隔の満了に応じて、または緊急事態が終了したという指標／認識などの、本明細書
に記載の基準例のいずれかに応じて、行われてもよい。一実施形態例では、動作１７－３
の変更動作および復帰動作１７－３の少なくともいずれかは、無線リソース制御（ＲＲＣ
）部４２によって達成され得る。本技術の第１５および第１６の側面についての態様は、
不連続モードおよび修正モードの意味、ならびに不連続受信（ＤＲＸ）および不連続送信
（ＤＴＸ）の少なくともいずれかへの適用性を含むがそれらに限定されず、本明細書に記
載の他の実施形態および例を参照して理解される。
【０１４４】
　本明細書に開示の技術は、多くの利点を含むか、またはもたらす。非限定的な利点の例
には、以下のものが含まれる。
・ＤＲＸ状態にある無線端末（ＵＥ）が、より短期間に、その位置を判定するために使用
される測定を実行できるとともに測定値を報告できる。これにより、無線端末（ＵＥ）が
ＤＲＸ状態にある際に、無線端末（ＵＥ）の位置を判定するための応答時間が低減される
。
・短縮ＤＲＸ／ＤＴＸサイクルの使用を可能にする実施形態によって、測定期間および応
答時間が適度に低減される。
・より短くかつ適切なＤＴＸ／ギャップを使用することによって、適度な干渉レベルおよ
び雑音上昇レベルを維持できる。
・より短くかつ適切なＤＲＸサイクルを使用することによって、適度なＵＥの節電を達成
できる。
・ＵＥ位置の判定を高速に行う必要がある緊急呼の要件が、無線端末（ＵＥ）がＤＲＸ状
態にある際に満足され得る。
【０１４５】
　これまでの記述は多くの特定事項を含んでいるが、これらの事項は、本発明の範囲を限
定すると解釈されるべきでなく、本発明の現在好ましい幾つかの実施形態の実例を提供し
ているにすぎないと解釈されるべきである。それ故、本発明の範囲は、当業者には明らか
になるかもしれない他の実施形態も完全に包含し、それに応じて、本発明の範囲が不当に
限定されないことが理解されるであろう。単数形での要素の言及は、明示的にそのように
述べない限り「唯一」を意味する意図はなく、むしろ「１つ以上」を意味することを意図
している。上述の好ましい実施形態の要素の、当業者に周知の構造上、化学上、および機
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能上の均等物はすべて、明示的に本明細書に含まれる。さらに、本明細書に含まれること
になるデバイスまたは方法が、本発明が解決しようとしているあらゆる課題に取り組む必
要はない。
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