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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配下のセルにおいて、移動局における伝搬遅延差測定用の参照信号を送信するように構
成されている参照信号送信部と、
　前記配下のセルにおいて、前記参照信号を送信する場合に、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて
下りリンク制御チャネル信号を生成して送信するように構成されている下りリンク制御チ
ャネル信号送信部とを具備することを特徴とする無線基地局。
【請求項２】
　前記下りリンク制御チャネル信号送信部は、前記参照信号送信部によって前記参照信号
が送信されるサブフレームと同じサブフレームにおいて、前記下りリンク制御チャネル信
号を送信するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の無線基地局。
【請求項３】
　前記下りリンク制御チャネル信号送信部は、前記参照信号送信部によって前記参照信号
が送信されるサブフレームよりも所定数だけ前に送信されるサブフレームにおいて、前記
下りリンク制御チャネル信号を送信するように構成されていることを特徴とする請求項１
に記載の無線基地局。
【請求項４】
　セルにおいて、移動局における伝搬遅延差測定用の参照信号を受信するように構成され
ている参照信号受信部と、
　在圏セルにおいて、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成されている下りリンク制御チャネル
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信号を受信ように構成されている下りリンク制御チャネル信号受信部とを具備し、
　前記在圏セルにおいて、前記下りリンク制御チャネル信号受信部が、前記下りリンク制
御チャネル信号を受信した場合に、前記参照信号受信部は、前記参照信号が送信されてい
ると判断するように構成されていることを特徴とする移動局。
【請求項５】
　前記参照信号受信部は、前記下りリンク制御チャネル信号受信部によって前記下りリン
ク制御チャネル信号が受信されたサブフレームと同じサブフレームにおいて、前記参照信
号を受信するように構成されていることを特徴とする請求項４に記載の移動局。
【請求項６】
　前記参照信号受信部は、前記下りリンク制御チャネル信号受信部によって前記下りリン
ク制御チャネル信号が受信されたサブフレームより所定数だけ後のサブフレームにおいて
、前記参照信号を受信するように構成されていることを特徴とする請求項４に記載の移動
局。
【請求項７】
　複数のセルから受信した参照信号に基づいて、前記在圏セルと該複数のセルとの間の伝
搬遅延差を測定するように構成されている伝搬遅延差測定部と、
　前記複数のセルからの伝搬遅延差を送信するように構成されている伝搬遅延差送信部と
を具備することを特徴とする請求項４に記載の移動局。
【請求項８】
　前記伝搬遅延送信部は、前記無線基地局によって指定されているセル以外のセルであっ
ても、所定条件を満たす参照信号が受信できた場合は、該参照符号と前記在圏セルの参照
信号との間の伝搬遅延差を送信するように構成されていることを特徴とする請求項４に記
載の移動局。
【請求項９】
　移動局が、複数のセルから受信した参照信号に基づいて、在圏セルと該複数のセルとの
間の伝送遅延差を測定する測定方法であって、
　無線基地局が、前記複数のセルにおいて、参照信号を送信する場合に、ＰＲＳ-ＲＮＴ
Ｉを用いて下りリンク制御チャネル信号を生成して送信するステップと、
　前記移動局が、前記在圏セルにおいて、前記ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成されている
下りリンク制御チャネル信号を受信した場合に、前記参照信号を受信するステップと、
　前記移動局が、前記複数のセルから受信した参照信号に基づいて、前記在圏セルと該複
数のセルとの間の伝搬遅延差を測定するステップと、
　前記移動局が、測定した前記伝搬遅延差を、前記無線基地局に送信するステップとを有
することを特徴とする測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線基地局、移動局及び測定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）-Ｒｅｌ.９方式の仕様策定作業で
は、ＬＣＳ（Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）において移動局ＵＥが複数のセル間の
伝搬遅延差を測定するために、ＣＲＳ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａ
ｌ）よりも高密度に送信することが可能なＰＲＳ（Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を導入することについての検討がなされている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】３ＧＰＰ寄書、Ｒ１-０９２８５４
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ＬＴＥ-Ｒｅｌ.９方式の移動通信システムにおいて、ＰＲＳが送信され
るサブフレーム内のリソースブロックでは、ＰＤＳＣＨ信号（下りリンクデータ信号）が
送信できないため、無線基地局ｅＮＢが、ＰＲＳを常時送信した場合、下りリンクにおけ
るセルスループットが低下してしまうという問題点があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、下りリンクにおけるセル
スループットの低下を最小限に抑えてＰＲＳを送信することができる無線基地局、移動局
及び測定方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の特徴は、無線基地局であって、配下のセルにおいて、移動局における伝
搬遅延差測定用の参照信号を送信するように構成されている参照信号送信部と、前記配下
のセルにおいて、前記参照信号を送信する場合に、特定識別子を用いて下りリンク制御チ
ャネル信号を生成して送信するように構成されている下りリンク制御チャネル信号送信部
とを具備することを要旨とする。
【０００７】
　本発明の第２の特徴は、移動局であって、セルにおいて、移動局における伝搬遅延差測
定用の参照信号を受信するように構成されている参照信号受信部と、在圏セルにおいて、
特定識別子を用いて生成されている下りリンク制御チャネル信号を受信ように構成されて
いる下りリンク制御チャネル信号受信部とを具備し、前記在圏セルにおいて、前記下りリ
ンク制御チャネル信号受信部が、前記下りリンク制御チャネル信号を受信した場合に、前
記参照信号受信部は、前記参照信号が送信されていると判断するように構成されているこ
とを要旨とする。
【０００８】
　本発明の第３の特徴は、移動局が、複数のセルから受信した参照信号に基づいて、該複
数のセルからの伝送遅延差を測定する測定方法であって、無線基地局が、前記複数のセル
において、参照信号を送信する場合に、特定識別子を用いて下りリンク制御チャネル信号
を生成して送信するステップと、前記移動局が、在圏セルにおいて、前記特定識別子を用
いて生成されている下りリンク制御チャネル信号を受信した場合に、前記参照信号を受信
するステップと、前記移動局が、前記複数のセルから受信した参照信号に基づいて、該複
数のセルからの伝搬遅延差を測定するステップと、前記移動局が、測定した前記伝搬遅延
差を、前記無線基地局に送信するステップとを有することを要旨とする。
【発明の効果】
【０００９】
　以上説明したように、本発明によれば、下りリンクにおけるセルスループットの低下を
最小限に抑えてＰＲＳを送信することができる無線基地局、移動局及び測定方法を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局によって送信されるＰＤＣＣＨ信号の
フォーマットの一例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局によって送信されるＰＤＣＣＨ信号の
フォーマットの一例を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局によって送信されるＰＲＳの一例を示
す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。
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【図７】本発明の第１の実施形態に係る移動局の動作を示すフローチャートである。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
　図１乃至図６を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。
【００１２】
　本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ-Ｒｅｌ.９方式の移動通信システムであ
り、図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、移動局ＵＥが、複数の
セル＃１乃至＃３から、それぞれ、ＰＲＳ＃１乃至＃３を受信することができるように構
成されている。
【００１３】
　また、本実施形態に係る移動通信システムでは、ＬＣＳを提供するにあたって、測位方
式として「ＯＴＤＯＡ（Ｏｂｓｅｒｖｅｄ　Ｔｉｍｅ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ　Ｏｆ　Ａ
ｒｒｉｖａｌ）方式」が用いられるように構成されている。
【００１４】
　ＯＴＤＯＡ方式では、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢから指定された複数のセルから
の伝搬遅延差を測定し、当該測定結果を無線基地局ｅＮＢ＃１に報告し、無線基地局ｅＮ
Ｂ＃１は、無線基地局ｅＮＢ＃１乃至ｅＮＢ＃３の上位ノードであるＥ-ＳＭＬＣ（Ｅｖ
ｏｌｖｅｄ　Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ）に前記
報告を転送し、Ｅ-ＳＭＬＣが、かかる伝搬遅延差に基づいて、移動局ＵＥの位置情報を
算出するように構成されている。
【００１５】
　ＯＴＤＯＡ方式では、３セル以上の伝搬遅延差に基づいて、移動局ＵＥの位置情報を算
出することができる。
【００１６】
　ここで、本実施形態に係る移動通信システムでは、上述のように、複数のセルからの伝
搬遅延差を用いるため、セル間で同期が取られていることが好ましいが、セル間で同期が
取られていなくてもよい。
【００１７】
　なお、本実施形態では、移動局ＵＥは、セル＃１への接続が完了し、セル＃１に在圏し
ており、無線基地局ｅＮＢ＃１は、移動局ＵＥに対して、セル＃１とセル＃２との間の伝
搬遅延差及びセル＃１とセル＃３との間の伝搬遅延差を測定させ、かかる伝搬遅延差を無
線基地局ｅＮＢへと報告させるものとして説明を行う。
【００１８】
　なお、セル＃１乃至３は、同一の無線基地局ｅＮＢによって管理されていてもよいし、
図１に示すように、複数の無線基地局ｅＮＢ＃１乃至ｅＮＢ＃３によって管理されていて
もよい。以下、本実施形態では、セル＃１乃至３が同一の無線基地局ｅＮＢによって管理
されているものとして説明を行う。
【００１９】
　図２に示すように、無線基地局ｅＮＢは、ＰＤＣＣＨ信号送信部１０と、上位レイヤ情
報送信部１１と、ＰＲＳ送信部１２とを具備している。
【００２０】
　ＰＤＣＣＨ信号送信部１０は、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）信号を生成して送信するように構成されている。
【００２１】
　例えば、ＰＤＣＣＨ信号送信部１０は、セル＃１乃至＃３において各移動局ＵＥに対し
て割り当てられているＣ-ＲＮＴＩ（Ｃｅｌｌ-Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏ
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ｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を用いて、ＰＤＣＣＨ信号として各移動局ＵＥ宛ての下り
リンク制御信号を生成して送信するように構成されている。
【００２２】
　具体的には、ＰＤＣＣＨ信号送信部１０は、各移動局ＵＥに対して割り当てられている
Ｃ-ＲＮＴＩがマスキングされているＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃ
ｈｅｃｋ）ビットを付加することによって、各移動局ＵＥ宛ての下りリンク制御信号を生
成するように構成されている。
【００２３】
　例えば、各移動局ＵＥ宛ての下りリンク制御信号には、「ＤＬ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ
　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」や「ＵＬ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｇｒａｎｔ」等が含まれ
る。
【００２４】
　また、ＰＤＣＣＨ信号送信部１０は、Ｐ-ＲＮＴＩ（Ｐａｇｉｎｇ-Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を用いて、ＰＤＣＣＨ信号を生成し
て送信するように構成されている。
【００２５】
　具体的には、ＰＤＣＣＨ信号送信部１０は、Ｐ-ＲＮＴＩがマスキングされているＣＲ
Ｃビットを付加することによって、上述のＰＤＣＣＨ信号を生成するように構成されてい
る。
【００２６】
　このように、ＰＤＣＣＨ信号送信部１０は、Ｐ-ＲＮＴＩを用いて生成されたＰＤＣＣ
Ｈ信号を送信することによって、かかるＰＤＣＣＨ信号が送信されるサブフレームと同じ
サブフレームにおいてページング信号が送信されることを通知することができる。
【００２７】
　また、ＰＤＣＣＨ信号送信部１０は、ＳＩ-ＲＮＴＩ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ-Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を用
いて、ＰＤＣＣＨ信号を生成して送信するように構成されている。
【００２８】
　具体的には、ＰＤＣＣＨ信号送信部１０は、ＳＩ-ＲＮＴＩがマスキングされているＣ
ＲＣビットを付加することによって、上述のＰＤＣＣＨ信号を生成するように構成されて
いる。
【００２９】
　このように、ＰＤＣＣＨ信号送信部１０は、ＳＩ-ＲＮＴＩを用いて生成されたＰＤＣ
ＣＨ信号を送信することによって、かかるＰＤＣＣＨ信号が送信されるサブフレームと同
じサブフレームにおいて報知情報（ＳＩ）が送信されることを通知することができる。
【００３０】
　また、ＰＤＣＣＨ信号送信部１０は、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて、ＰＤＣＣＨ信号を生
成して送信するように構成されている。
【００３１】
　具体的には、ＰＤＣＣＨ信号送信部１０は、ＰＲＳ-ＲＮＴＩがマスキングされている
ＣＲＣビットを付加することによって、上述のＰＤＣＣＨ信号を生成するように構成され
ている。
【００３２】
　ここで、ＰＲＳ-ＲＮＴＩとして、３ＧＰＰ仕様のＴＳ３６.３２１でリザーブされてい
る「ＦＦＦ４」-「ＦＦＦＤ」等を用いてもよい。
【００３３】
　このように、ＰＤＣＣＨ信号送信部１０は、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成されたＰＤ
ＣＣＨ信号を送信することによって、かかるＰＤＣＣＨ信号が送信されるサブフレームと
同じサブフレーム或いは当該ＰＤＣＣＨ信号が送信されるサブフレームよりも所定数だけ
後ろのサブフレームにおいてＰＲＳが送信されることを通知することができる。
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【００３４】
　なお、ＰＤＣＣＨ信号送信部１０は、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成されたＰＤＣＣＨ
信号を送信することによって、かかるＰＤＣＣＨ信号が送信されるサブフレームと同じサ
ブフレーム或いは当該ＰＤＣＣＨ信号が送信されるサブフレームよりも所定数だけ後ろの
サブフレームにおいてＰＲＳが送信されないことを通知してもよい。
【００３５】
　或いは、ＰＤＣＣＨ信号送信部１０は、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成されたＰＤＣＣ
Ｈ信号を送信することによって、かかるＰＤＣＣＨ信号が送信されるサブフレームと同じ
サブフレーム或いは当該ＰＤＣＣＨ信号が送信されるサブフレームよりも所定数だけ後ろ
のサブフレームにおいて、かかるセルにおける伝搬遅延差を報告するように指示すること
ができる。
【００３６】
　また、ＰＤＣＣＨ信号送信部１０は、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成されたＰＤＣＣＨ
信号を送信することによって、かかるＰＤＣＣＨ信号が送信されるサブフレームと同じサ
ブフレーム或いは当該ＰＤＣＣＨ信号が送信されるサブフレームよりも所定数だけ後ろの
サブフレームにおいて、かかるセルにおける伝搬遅延差を報告しないように指示すること
ができる。
【００３７】
　また、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成されたＰＤＣＣＨ信号のＤＣＩフォーマットとし
ては、図３に示す「ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａ」を用いられてもよいし、図４に示す「
ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ｃ」を用いられてもよい。
【００３８】
　ここで、ＰＤＣＣＨ信号送信部１０は、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成されたＰＤＣＣ
Ｈ信号のＤＣＩフォーマットとして用いる「ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａ」又は「ＤＣＩ
　ｆｏｒｍａｔ　１Ｃ」内の全てのビットにおいて、「０」を送信してもよいし、「１」
を送信してもよい。
【００３９】
　「ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａ」又は「ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ｃ」内の全てのビッ
トを定義しておくことで、ＰＲＳが送信されていることを見逃す、若しくは、ＰＲＳが存
在しないのに誤ってＰＲＳの検出処理を行うことを避けることができる。
【００４０】
　上位レイヤ情報送信部１１は、移動局ＵＥに対して、報知情報や移動局ＵＥ個別シグナ
リング等のＲＲＣメッセージを用いて、配下のセル＃１乃至＃３に割り当てられているＰ
ＣＩ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　ＩＤ）や、セル＃１乃至＃３におけるＰＲＳの送信
タイミングや、ＰＲＳの送信を行うリソースブロック（周波数帯域幅）等を送信するよう
に構成されている。
【００４１】
　また、上位レイヤ情報送信部１１は、移動局ＵＥに対して、伝搬遅延差の送信対象のセ
ル、すなわち、ＰＲＳの受信対象のセルを指定するように構成されていてもよい。
【００４２】
　ＰＲＳ送信部１２は、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成されたＰＤＣＣＨ信号が送信され
るサブフレームと同じサブフレームにおいて、ＰＲＳを送信するように構成されていても
よい。
【００４３】
　或いは、ＰＲＳ送信部１２は、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成されたＰＤＣＣＨ信号が
送信されるサブフレームよりも所定数（例えば、Ｎ）だけ後ろに送信されるサブフレーム
において、ＰＲＳを送信するように構成されていてもよい。
【００４４】
　例えば、図５（ａ）及び図５（ｂ）に示すように、ＰＲＳ送信部１２は、各リソースブ
ロック内の各リソースエレメントに対して、ＰＲＳの系列をマッピングするように構成さ
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れていてもよい。
【００４５】
　ここで、図５（ａ）は、「Ｎｏｒｍａｌ　ＣＰ」が用いられている場合のＰＲＳの送信
パターンの一例を示し、図５（ｂ）は、「Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰ」が用いられている場
合のＰＲＳの送信パターンの一例を示す。
【００４６】
　なお、ＰＲＳ送信部１２によってＰＲＳが送信されるリソースブロックでは、ＰＤＳＣ
Ｈ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｎｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）信号（下
りリンクデータ信号）が送信されないように構成されていてもよい。その結果、ＰＲＳの
タイミング検出精度を向上させることができる。
【００４７】
　図６に示すように、移動局ＵＥは、ＰＤＣＣＨ信号受信部２０と、上位レイヤ情報受信
部２１と、ＰＲＳ受信部２２と、ＰＲＳレプリカ生成部２３と、伝搬遅延差測定部２４と
、伝搬遅延差送信部２５とを具備している。
【００４８】
　ＰＤＣＣＨ信号受信部２０は、無線基地局ｅＮＢによって送信されたＰＤＣＣＨ信号を
受信するように構成されている。
【００４９】
　ここで、ＰＤＣＣＨ信号受信部２０は、移動局ＵＥに対して割り当てられているＣ-Ｒ
ＮＴＩを用いて生成されているＰＤＣＣＨ信号や、Ｐ-ＲＮＴＩを用いて生成されている
ＰＤＣＣＨ信号や、ＳＩ-ＲＮＴＩを用いて生成されているＰＤＣＣＨ信号や、ＰＲＳ-Ｒ
ＮＴＩを用いて生成されているＰＤＣＣＨ信号が存在するか否かについて監視しており、
これらのＰＤＣＣＨ信号が存在する場合、かかるＰＤＣＣＨ信号の受信処理を継続するよ
うに構成されている。
【００５０】
　例えば、ＰＤＣＣＨ信号受信部２０は、移動局ＵＥに対して割り当てられているＣ-Ｒ
ＮＴＩを用いて生成されているＰＤＣＣＨ信号が存在する場合、かかるＰＤＣＣＨ信号を
、移動局ＵＥ宛ての下りリンク制御信号として受信するように構成されている。
【００５１】
　また、ＰＤＣＣＨ信号受信部２０は、Ｐ-ＲＮＴＩを用いて生成されているＰＤＣＣＨ
信号が存在する場合、かかるＰＤＣＣＨ信号が送信されているサブフレームと同じサブフ
レームにおいて、ページング信号が送信されることを認識するように構成されている。
【００５２】
　また、ＰＤＣＣＨ信号受信部２０は、ＳＩ-ＲＮＴＩを用いて生成されているＰＤＣＣ
Ｈ信号が存在する場合、かかるＰＤＣＣＨ信号が送信されているサブフレームと同じサブ
フレームにおいて、報知情報（ＳＩ）が送信されることを認識するように構成されている
。
【００５３】
　さらに、ＰＤＣＣＨ信号受信部２０は、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成されているＰＤ
ＣＣＨ信号が存在する場合、かかるＰＤＣＣＨ信号が送信されているサブフレームと同じ
サブフレームにおいて、或いは、当該ＰＤＣＣＨ信号が送信されるサブフレームよりも所
定数だけ後ろのサブフレームにおいて、ＰＲＳが送信されること（或いは、ＰＲＳが送信
されないこと）を認識するように構成されている。
【００５４】
　逆に、ＰＤＣＣＨ信号受信部２０は、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成されているＰＤＣ
ＣＨ信号が存在しない場合、かかるＰＤＣＣＨ信号が送信されているサブフレームと同じ
サブフレームにおいて、或いは、当該ＰＤＣＣＨ信号が送信されるサブフレームよりも所
定数だけ後ろのサブフレームにおいて、ＰＲＳが送信されないこと（或いは、ＰＲＳが送
信されること）を認識するように構成されていてもよい。
【００５５】
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　上位レイヤ情報受信部２１は、報知情報や移動局ＵＥへの個別シグナリング等のＲＲＣ
メッセージを介して、無線基地局ｅＮＢから、セル＃１乃至＃３に割り当てられているＰ
ＣＩや、セル＃１乃至＃３におけるＰＲＳの送信タイミングや、ＰＲＳの送信を行うリソ
ースブロック（周波数帯域幅）等を受信するように構成されている。
【００５６】
　また、上位レイヤ情報受信部２１は、無線基地局ｅＮＢから、伝搬遅延差の測定対象の
セルを指定する情報、すなわち、ＰＲＳの受信対象のセルを指定する情報を受信するよう
に構成されていてもよい。
【００５７】
　ＰＲＳ受信部２２は、セル＃１乃至＃３におけるＰＲＳを受信するように構成されてい
る。具体的には、ＰＲＳ受信部２２は、セル＃１乃至＃３において、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを
用いて生成されているＰＤＣＣＨ信号が受信された場合、かかるＰＤＣＣＨ信号が送信さ
れているサブフレームと同じサブフレームにおいて、或いは、当該ＰＤＣＣＨ信号が送信
されるサブフレームよりも所定数だけ後ろのサブフレームにおいて、セル＃１乃至＃３に
おけるＰＲＳを受信するように構成されている。
【００５８】
　ＰＲＳレプリカ生成部２３は、受信したＰＣＩを用いて、セル＃１乃至＃３におけるＰ
ＲＳレプリカを生成するように構成されている。
【００５９】
　伝搬遅延情報測定部２４は、ＰＲＳ受信部２２によって受信されたＰＲＳと、ＰＲＳレ
プリカ生成部２３によって生成されたセル＃１乃至＃３におけるＰＲＳレプリカとに基づ
いて、セル＃１乃至＃３におけるＰＲＳを検出し、セル＃１とセル＃２との間の伝搬遅延
差及びセル＃１とセル＃３との間の伝搬遅延差を算出するように構成されている。
【００６０】
　なお、伝搬遅延情報測定部２４は、無線基地局ｅＮＢによって指定されているセルから
のＰＲＳを用いるだけではなく、その他のセルからのＰＲＳも含め、精度良く検出できた
セルのＰＲＳとセル＃１のＰＲＳ＃１との間の伝搬遅延差を測定するように構成されてい
てもよい。
【００６１】
　また、伝搬遅延情報測定部２４は、無線基地局ｅＮＢに対して、測定した伝搬遅延差及
び当該伝搬遅延差を測定したセルのＰＣＩを送信するように構成されている。
【００６２】
　なお、伝搬遅延情報測定部２４は、伝搬遅延送信部２４は、無線基地局ｅＮＢによって
指定されているセル＃１乃至＃３以外のセルにおける所定条件を満たす伝搬遅延差を送信
するように構成されていてもよい。
【００６３】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作）
　図７及び図８を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作につ
いて説明する。
【００６４】
　第１に、図７に示すように、移動局ＵＥは、ステップＳ１０１において、在圏している
セル又は通信中のセルにおいて、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成されているＰＤＣＣＨ信
号を受信した場合にのみ、ステップＳ１０２において、かかるセル及び周辺セルにおいて
、ＰＲＳが送信されていると判断して、かかるＰＲＳの受信を試みる。
【００６５】
　第２に、図８に示すように、無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ１０００Ａにおいて、セ
ル＃１において、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成したＰＤＣＣＨ信号を送信し、ステップ
Ｓ１０００Ｂにおいて、セル＃２において、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成したＰＤＣＣ
Ｈ信号を送信し、ステップＳ１０００Ｃにおいて、セル＃３において、ＰＲＳ-ＲＮＴＩ
を用いて生成したＰＤＣＣＨ信号を送信する。
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【００６６】
　移動局ＵＥは、ステップＳ１０００Ａにおいて在圏セル＃１によって送信されているＰ
ＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成されているＰＤＣＣＨ信号を受信したため、ステップＳ１０
０１において、ＰＲＳが送信されているリソースブロックに基づいて、セル＃１乃至＃３
において送信されているＰＲＳを受信する。
【００６７】
　その後、移動局ＵＥは、セル＃１乃至＃３から受信したＰＲＳに基づいて、セル＃１と
セル＃２との間の伝搬遅延差及びセル＃１とセル＃３との間の伝搬遅延差を算出し、ステ
ップＳ１００２において、在圏セルであるセル＃１を介して、かかる伝搬遅延差を無線基
地局ｅＮＢに対して送信する。
【００６８】
　ステップＳ１００３において、無線基地局ｅＮＢは、セル＃１を介して受信したセル＃
１とセル＃２との間の伝搬遅延差及びセル＃１とセル＃３との間の伝搬遅延差を、Ｅ-Ｓ
ＭＬＣに対して送信し、Ｅ-ＳＭＬＣは、かかる伝搬遅延差に基づいて、移動局ＵＥの位
置情報を算出する。
【００６９】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局ｅＮＢは、配下
のセルに在圏する移動局ＵＥが、かかるセルにおける伝搬遅延差を測定する必要がある場
合にのみ、ＲＲＣでシグナリングすることなく、かかるセルにおいてＰＲＳを送信するこ
とができるので、セル全体の無線リソースの使用効率を向上することができる。
【００７０】
　すなわち、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、周辺セルに在圏
する移動局ＵＥが、かかるセルにおける伝搬遅延差を測定する必要がない場合には、かか
るセルにおいてＰＲＳを送信しないため、ＰＲＳを送信するために確保していたサブフレ
ームの無線リソースにおいて、ＰＤＳＣＨ信号を送信することができるため、セル全体の
無線リソースの使用効率を向上することができる。
【００７１】
　また、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局ｅＮＢが
、各セルにおいて、全ての移動局ＵＥに対してページング信号を送信した後に通知する必
要がある報知情報（上位レイヤの信号の一種）を変更することによって、ＰＲＳが送信さ
れているか否かについて通知する必要がないため、手順の複雑化及び不要な信号の送信処
理及び受信処理を低減することができる。
【００７２】
　また、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局ｅＮＢが
、個別のＲＲＣメッセージ（上位レイヤの信号の一種）によって、ＰＲＳが送信されてい
るか否かについて通知する必要がないため、手順の複雑化及び不要な信号の送信を低減す
ることができる。
【００７３】
　すなわち、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局ｅＮ
Ｂが、複数の移動局ＵＥに対して共通のＰＲＳ-ＲＮＴＩを割り当て、かかるＰＲＳ-ＲＮ
ＴＩを用いて生成したＰＤＣＣＨ信号を送信することによって、ＰＲＳが送信されている
か否かについて通知するため、手順の複雑化及び不要な信号の送信を低減することができ
る。
【００７４】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００７５】
　本実施形態の第１の特徴は、無線基地局ｅＮＢであって、配下のセルにおいて、ＰＲＳ
（移動局ＵＥにおける伝搬遅延差測定用の参照信号）を送信するように構成されているＰ
ＲＳ送信部１２（参照信号送信部）と、配下のセルにおいて、ＰＲＳを送信する場合に、
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ＰＲＳ-ＲＮＴＩ（特定識別子）を用いてＰＤＣＣＨ信号（下りリンク制御チャネル信号
）を生成して送信するように構成されているＰＤＣＣＨ信号送信部１０（下りリンク制御
チャネル信号送信部）とを具備することを要旨とする。
【００７６】
　本実施形態の第１の特徴において、ＰＤＣＣＨ信号送信部１０は、ＰＲＳ送信部１２に
よってＰＲＳが送信されるサブフレームと同じサブフレームにおいて、ＰＲＳ-ＲＮＴＩ
を用いて生成したＰＤＣＣＨ信号を送信するように構成されていてもよい。
【００７７】
　本実施形態の第１の特徴において、ＰＤＣＣＨ信号送信部１０は、ＰＲＳ送信部１２に
よってＰＲＳが送信されるサブフレームよりも所定数だけ前に送信されるサブフレームに
おいて、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成したＰＤＣＣＨ信号を送信するように構成されて
いてもよい。
【００７８】
　本実施形態の第２の特徴は、移動局ＵＥであって、セルにおいて、ＰＲＳを受信するよ
うに構成されているＰＲＳ受信部２２（参照信号受信部）と、在圏セルにおいて、ＰＲＳ
-ＲＮＴＩを用いて生成されているＰＤＣＣＨ信号を受信するように構成されているＰＤ
ＣＣＨ信号受信部２０（下りリンク制御チャネル信号受信部）とを具備し、かかるセルに
おいて、ＰＤＣＣＨ信号受信部２０が、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成されているＰＤＣ
ＣＨ信号を受信した場合に、ＰＲＳ受信部２２は、ＰＲＳが送信されていると判断するよ
うに構成されていることを要旨とする。
【００７９】
　本実施形態の第２の特徴において、ＰＲＳ受信部２２は、ＰＤＣＣＨ信号受信部２０に
よってＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成されているＰＤＣＣＨ信号が受信されたサブフレー
ムと同じサブフレームにおいて、ＰＲＳを受信するように構成されていてもよい。
【００８０】
　本実施形態の第２の特徴において、ＰＲＳ受信部２２は、ＰＤＣＣＨ信号受信部２０に
よってＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いて生成されているＰＤＣＣＨ信号が受信されたサブフレー
ムより所定数だけ後のサブフレームにおいて、ＰＲＳを受信するように構成されていても
よい。
【００８１】
　本実施形態の第２の特徴において、複数のセルから受信したＰＲＳ＃１乃至ＰＲＳ＃３
に基づいて、セル＃１とセル＃２との間の伝搬遅延差及びセル＃１とセル＃３との間の伝
搬遅延差を測定するように構成されている伝搬遅延差測定部２４と、複数のセルからの伝
搬遅延差を送信するように構成されている伝搬遅延差送信部２５とを具備してもよい。
【００８２】
　本実施形態の第２の特徴において、伝搬遅延送信部２４は、無線基地局ｅＮＢによって
指定されているセル＃１乃至＃３以外のセルのＰＲＳであっても、所定条件を満たしてい
れば、無線基地局ｅＮＢに対して伝搬遅延差を送信するように構成されていてもよい。か
かる所定条件は、ＰＲＳやセル共通の参照信号や同期信号の受信レベルに関する条件であ
ってもよい。
【００８３】
　本実施形態の第３の特徴において、移動局ＵＥが、複数のセル＃１乃至＃３から受信し
たＰＲＳに基づいて、セル＃１とセル＃２との間の伝搬遅延差及びセル＃１とセル＃３と
の間の伝搬遅延差を測定する測定方法であって、無線基地局ｅＮＢが、配下のセル＃１乃
至＃３において、ＰＲＳを送信する場合に、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用いてＰＤＣＣＨ信号を
生成して送信するステップと、移動局ＵＥが、在圏セルにおいて、ＰＲＳ-ＲＮＴＩを用
いて生成されているＰＤＣＣＨ信号を受信した場合に、ＰＲＳを受信するステップと、移
動局ＵＥが、セル＃１乃至＃３から受信した参照信号に基づいて、セル＃１とセル＃２と
の間の伝搬遅延差及びセル＃１とセル＃３との間の伝搬遅延差を測定するステップと、移
動局ＵＥが、測定した伝搬遅延差を無線基地局ｅＮＢに送信するステップとを有すること
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を要旨とする。
【００８４】
　なお、上述の無線基地局ｅＮＢ及び移動局ＵＥの動作は、ハードウェアによって実施さ
れてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施され
てもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
【００８５】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００８６】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、無線基地局ｅＮＢ及び移動局ＵＥ内に設けられていてもよい。また、かか
る記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして無線基地局ｅＮＢ及
び移動局ＵＥ内に設けられていてもよい。
【００８７】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限
的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００８８】
ｅＮＢ…無線基地局
１０…ＰＤＣＣＨ信号送信部
１１…上位レイヤ情報送信部
１２…ＰＲＳ送信部
ＵＥ…移動局
２０…ＰＤＣＣＨ信号受信部
２１…上位レイヤ情報受信部
２２…ＰＲＳ受信部
２３…ＰＲＳレプリカ生成部
２４…伝搬遅延差測定部
２５…伝搬遅延差送信部
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