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(57)【要約】
　ネットワーク内のユーザ機器の位置検出、ならびにネ
ットワーク・ノード、ユーザ機器およびロケーション・
サーバにおいて実施される対応する方法が、これらのエ
ンティティおよびコンピュータ・プログラムとともに開
示される。ネットワーク・ノードにおいて実施される方
法は、位置基準信号時間期間中に、第１の位置基準信号
を、第１の周波数帯域中でおよび第１の時間期間の間に
ブロードキャストし、少なくとも１つのさらなる位置基
準信号を、少なくとも１つのさらなる周波数帯域中でお
よび少なくとも１つの後続の時間期間の間にブロードキ
ャストするステップであって、前記少なくとも１つのさ
らなる周波数帯域が、前記第１の周波数帯域とは異なる
、ステップを含む。
【選択図】図３ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置基準信号を位置基準信号時間期間中にブロードキャストするネットワーク・ノード
において実施される方法であって、前記位置基準信号が、周期的に繰り返す位置基準信号
時間期間中に繰り返し送信され、前記方法は、複数の前記位置基準信号時間期間の各々中
に、
　第１の位置基準信号を、第１の周波数帯域中でおよび第１の時間期間の間にブロードキ
ャストし、
　少なくとも１つのさらなる位置基準信号を、少なくとも１つのさらなる周波数帯域中で
および少なくとも１つの後続の時間期間の間にブロードキャストするステップであって、
前記少なくとも１つのさらなる周波数帯域が、前記第１の周波数帯域とは異なる、ステッ
プ
を含む、方法。
【請求項２】
　前記方法が、前記位置基準信号の少なくとも１つのブロードキャストの直後の時間期間
の間に、位置基準信号をブロードキャストしないことによって、前記位置基準信号時間期
間中の前記位置基準信号のブロードキャスト間にギャップを生成するステップをさらに含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記時間期間と前記少なくとも１つの後続の時間期間とが、同じ大きさを有し、整数個
のダウンリンク・サブフレームを備える、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのさらなる周波数帯域が、所定の帯域幅を有し、時間的に隣接する
位置基準信号が、前記所定の帯域幅のうちの少なくとも１つだけ周波数において互いに離
れている、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記周波数帯域のうちの１つが、前記所定の帯域幅よりも広い帯域幅を備え、他の周波
数帯域幅が、前記より広い周波数帯域幅中に包含される、請求項１乃至４のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の周波数帯域幅と前記さらなる周波数帯域幅とが、前記所定の帯域幅を備える
、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記位置基準信号時間期間中に、
　前記第１の時間期間の間に、さらなる第１の位置基準信号を、前記第１の周波数帯域と
は異なるさらなる第１の周波数帯域中でブロードキャストし、
　前記少なくとも１つの後続の時間期間の間に、少なくとも１つの追加の位置基準信号を
、少なくとも１つの追加の周波数帯域中でブロードキャストするステップであって、前記
少なくとも１つの追加の周波数帯域が、前記さらなる第１の周波数帯域および前記少なく
とも１つのさらなる周波数帯域とは異なる、
ステップを含む、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記方法は、位置基準信号構成情報をロケーション・サーバに送信するステップであっ
て、前記位置基準信号構成情報が、前記位置基準信号時間期間中にブロードキャストされ
る前記位置基準信号の周波数ロケーションのパターンのインジケータを備える、ステップ
をさらに含む、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　ロケーション・サーバにおいて実施される方法であって、前記方法は、
　少なくとも１つのユーザ機器についてのネットワーク・ノードからの位置基準信号構成
情報を受信するステップであって、前記位置基準信号構成情報は、
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　　複数の位置基準信号がその各々の間にブロードキャストされることになる、周期的に
繰り返す位置基準信号時間期間の指示と、
　　前記位置基準信号のうちの第１の位置基準信号をブロードキャストするための、第１
の周波数帯域および第１の時間期間の指示と、
　　前記位置基準信号のうちの少なくとも１つのさらなる位置基準信号をブロードキャス
トするための、少なくとも１つのさらなる周波数帯域および少なくとも１つのさらなる時
間期間の指示とを備え、前記少なくとも１つのさらなる周波数帯域が、前記第１の周波数
帯域とは異なる、
ステップを含み、前記方法が、
　前記位置基準信号構成情報を前記ユーザ機器のほうへ送信するステップ
を含む、方法。
【請求項１０】
　前記位置基準信号構成情報は、前記位置基準信号時間期間中で前記位置基準信号がブロ
ードキャストされることになる回数と、前記ブロードキャスト間の時間ギャップとの指示
を備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　ユーザ機器において実施される方法であって、前記方法は、
　ロケーション・サーバからの位置基準信号構成情報を受信するステップであって、前記
位置基準信号構成情報は、
　　複数の位置基準信号がその間にネットワーク・ノードからブロードキャストされるこ
とになる、位置基準信号時間期間の指示と、前記位置基準信号のうちの第１の位置基準信
号がその中でブロードキャストされることになる、第１の周波数帯域および第１の時間期
間の指示と、前記位置基準信号のうちの少なくとも１つのさらなる位置基準信号がその中
でブロードキャストされることになる、少なくとも１つのさらなる周波数帯域および少な
くとも１つのさらなる時間期間の指示と
を備える、ステップと、
　前記指示された時間期間の間に前記第１の周波数帯域と前記少なくとも１つのさらなる
周波数帯域とを、前記位置基準信号について監視するステップと、
　前記位置基準信号の受信に対する応答を前記ロケーション・サーバのほうへ送信するス
テップと
を含む、方法。
【請求項１２】
　前記方法は、
　少なくとも１つのロケーション・サーバからの複数の位置基準信号構成情報を受信する
ステップであって、各構成情報が、異なるネットワーク・ノードに関係する、ステップと
、
　前記指示された時間期間の間に前記第１の周波数帯域と前記少なくとも１つのさらなる
周波数帯域との各々を、前記ネットワーク・ノードの各々からの前記位置基準信号につい
て監視するステップと、
　前記受信された位置基準信号の各々の受信時間の指示を前記ネットワーク・ノードのほ
うへ送信するステップと
をさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記位置基準信号構成情報は、前記第１の時間期間中に前記位置基準信号がその中でブ
ロードキャストされることになる、さらなる第１の周波数帯域の指示と、前記少なくとも
１つのさらなる時間期間中に前記位置基準信号のうちの１つがその中でブロードキャスト
されることになる、少なくとも１つの追加の周波数帯域の指示とをさらに備え、前記方法
が、
　前記指示された時間期間の間に、前記第１の周波数帯域と、前記さらなる第１の周波数
帯域と、前記少なくとも１つのさらなる周波数帯域と、前記少なくとも１つの追加の周波
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数帯域との各々を、前記位置基準信号について監視するステップ
を含む、請求項１１または１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ユーザ機器が、狭帯域トランシーバをもつ低複雑度ユーザ機器であり、前記第１の
周波数帯域の帯域幅と前記少なくとも１つのさらなる周波数帯域の帯域幅とが各々、前記
狭帯域トランシーバの帯域幅に等しい帯域幅を有する、請求項１１または１２に記載の方
法。
【請求項１５】
　プロセッサによって実行されたとき、前記プロセッサを、請求項１乃至１４のいずれか
１項に記載の方法を実施するように制御するように動作可能である、コンピュータ・プロ
グラム。
【請求項１６】
　周期的に繰り返す位置基準信号時間期間中に位置基準信号を繰り返しブロードキャスト
するように動作可能なネットワーク・ノードであって、前記ネットワーク・ノードが、前
記送信機からの信号のブロードキャストを制御するための送信機および制御回路を備え、
　前記制御回路が、位置基準信号を前記位置基準信号時間期間中にブロードキャストする
ように前記送信機を制御するように構成され、前記位置基準信号が、第１の周波数帯域中
および第１の時間期間の間の第１の位置基準信号と、少なくとも１つのさらなる周波数帯
域中および少なくとも１つの後続の時間期間の間の少なくとも１つのさらなる位置基準信
号とを備え、前記少なくとも１つのさらなる周波数帯域が、前記第１の周波数帯域とは異
なる、
ネットワーク・ノード。
【請求項１７】
　ロケーション・サーバであって、
　少なくとも１つのユーザ機器についてのネットワーク・ノードからの位置基準信号構成
情報を受信するための受信機であって、前記位置基準信号構成情報は、
　　複数の位置基準信号がその各々の間にブロードキャストされることになる、周期的に
繰り返す位置基準信号時間期間の指示と、
　　前記位置基準信号のうちの第１の位置基準信号をブロードキャストするための、第１
の周波数帯域および第１の時間期間の指示と、
　　前記位置基準信号のうちの少なくとも１つのさらなる位置基準信号をブロードキャス
トするための、少なくとも１つのさらなる周波数帯域および少なくとも１つのさらなる時
間期間の指示とを備え、前記少なくとも１つのさらなる周波数帯域が、前記第１の周波数
帯域とは異なる、
受信機と、
　前記位置基準信号構成情報を前記ユーザ機器のほうへ送信するための送信機と
を備える、ロケーション・サーバ。
【請求項１８】
　ユーザ機器であって、
　ロケーション・サーバからの位置基準信号構成情報を受信するための受信機であって、
前記位置基準信号構成情報は、複数の位置基準信号がネットワーク・ノードからその各々
の間にブロードキャストされることになる、周期的に繰り返す位置基準信号時間期間の指
示と、前記位置基準信号のうちの第１の位置基準信号がその中でブロードキャストされる
ことになる、第１の周波数帯域および第１の時間期間の指示と、前記位置基準信号のうち
の少なくとも１つのさらなる位置基準信号がその中でブロードキャストされることになる
、少なくとも１つのさらなる周波数帯域および少なくとも１つのさらなる時間期間の指示
とを備え、前記少なくとも１つのさらなる周波数帯域が、前記第１の周波数帯域とは異な
る、
受信機と、
　前記指示された時間期間の間に前記第１の周波数帯域と前記少なくとも１つのさらなる
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周波数帯域とを、前記位置基準信号について監視することと、前記位置基準信号の受信に
対する応答を前記ロケーション・サーバのほうへ送信することとを行うように前記受信機
を制御するための制御回路と
を備える、ユーザ機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の分野は、ワイヤレス通信ネットワーク内のユーザ機器の位置検出に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＯＴＤＯＡまたは観測到着時間差（ｏｂｓｅｒｖｅｄ　ｔｉｍｅ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｃ
ｅ　ｏｆ　ａｒｒｉｖａｌ）は、ユーザ機器の位置を検出するためにネットワークにおい
て使用されるダウンリンク測位方法である。特に、ネットワーク・ノードがＰＲＳ位置基
準信号を送信し、これらはユーザ機器ＵＥによって検出される。ユーザ機器における異な
る信号の到着時間および、特に、ユーザ機器におけるＲＳＴＤ基準信号時間差測定値が、
ＵＥのロケーションの指示として使用され得る。
【０００３】
　ＰＲＳ信号は、あらかじめ定義された帯域幅、ならびに、周期性、持続時間、およびサ
ブフレーム・オフセットなどの構成パラメータのセットとともに配信される。ＰＲＳは、
ＰＲＳオケージョン（ＰＲＳ　ｏｃｃａｓｉｏｎ）と呼ばれるあらかじめ定義された時間
期間を形成する、いくつかの連続するサブフレームによってグループ化されたあらかじめ
定義された測位サブフレーム（ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｓｕｂｆｒａｍｅ）中でブロー
ドキャストされる。ＰＲＳオケージョンは周期的に循環する。さらに、ネットワーク・ノ
ードは、ＰＲＳ信号がその期間中にミュートされる、時間ベースのブランキング、いわゆ
るＰＲＳミューティングのために構成され、ＯＴＤＯＡに関与する他のネットワーク・ノ
ードからの信号が、ユーザ機器によってより容易に検出されることを可能にし得る。
【０００４】
　異なるユーザ機器は異なる特性を有し、特に、低複雑度またはマシン・タイプ（ｅＭＴ
Ｃ）ユーザ機器およびＮＢ－ＩｏＴ（狭帯域モノのインターネット）ユーザ機器があり、
それらの各々は狭帯域トランシーバを有する。信号を送信するとき、より大きい帯域幅が
より高い精度を与えることが知られている。製品実装のための現在の推奨されるＰＲＳ構
成は、１０ＭＨｚ帯域幅の場合、ＰＲＳを送信するための１６０ｍｓ期間であり、ＰＲＳ
オケージョンまたは時間期間ごとに１つのＰＲＳサブフレームまたはブロックである。帯
域幅がより低い、たとえば、ＭＴＣ　ＵＥのための１．４ＭＨｚである場合、オケージョ
ンごとに６つのＰＲＳサブフレームが推奨される。しかしながら、サンプリング数は増加
するが、帯域幅は、依然として１．４ＭＨｚであり、この増加した数のサブフレームの場
合でも、必要とされる位置精度が満たされないことがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　過度のリソースなしに、ユーザ機器についての位置測定の精度を増加させることが可能
であることが望ましいであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の態様は、位置基準信号時間期間中に、第１の位置基準信号を、第１の周波数帯域
中でおよび第１の時間期間の間にブロードキャストし、少なくとも１つのさらなる位置基
準信号を、少なくとも１つのさらなる周波数帯域中でおよび少なくとも１つの後続の時間
期間の間にブロードキャストするステップであって、前記少なくとも１つのさらなる周波
数帯域が、前記第１の周波数帯域とは異なる、ステップを含む、ネットワーク・ノードに
おいて実施される方法を提供する。
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【０００７】
　本発明の発明者は、あるユーザ機器の限られた帯域幅が、位置基準信号の到着時間を正
確に決定するユーザ機器の能力を制限することを認識した。本発明の発明者はまた、従来
、これは、これらの基準信号をより多数の時間ブロックまたはサブフレーム上で送信する
ことによって対処されてきたが、これは、使用されるリソースを増加させたが、精度が依
然として限定されてきたことを認識した。本発明の発明者は、これらの信号の繰返し送信
が異なる周波数範囲において行われた場合、精度が改善され得ることを認識した。このよ
うにして信号をブロードキャストすることによって、全体的な信号の帯域幅は増加される
。これは、個々の信号または信号ブロックが狭帯域幅中でブロードキャストされる場合に
、特に有利であり得、これは、リソースを節約し、個々の信号または信号ブロックを、対
応する限定された帯域幅のトランシーバによる受信にとって好適なものにする。そのよう
な信号を異なる周波数においてブロードキャストすることは、個々の信号の帯域幅が増加
されることを必要とすることなしに、全体的な帯域幅を増加させる。したがって、リソー
スを節約しながら、精度が増加され得る。
【０００８】
　ブロードキャストされた個々のＰＲＳ信号の帯域幅が、これらの信号のための従来の帯
域幅と比較して低減される場合、ブロードキャストされた信号をこれらの従来のＰＲＳ信
号のために予約された周波数範囲中に依然として維持しながら、周波数範囲のシフトが達
成され得る。この点について、発明者はまた、低帯域幅ＵＥの場合、広帯域幅にわたるブ
ロードキャストがリソースを無駄にしたことと、これらのＵＥについて、より狭い帯域幅
にわたって信号が送信され、帯域幅がＵＥのトランシーバの帯域幅に対応した場合、同じ
結果が達成され得ることとを認識した。そのようなＰＲＳ信号のために一般に予約された
周波数帯域のサブセットを使用することによって、信号がその中でブロードキャストされ
た周波数範囲は、変動されるが、ＰＲＳシグナリングに従来与えられた周波数帯域中に依
然としてとどまり得、このようにして、これらの信号の繰返し送信が異なる周波数範囲に
おいて行われた場合、精度が改善され得る。このようにして、各個々の信号が、より低い
周波数帯域幅において送信またはブロードキャストされ得、複数の信号が、異なる周波数
にわたって受信され、したがって、より広い帯域の信号に関連する精度の増加が与えられ
る。より広い帯域幅は、１０ＭＨｚから２０ＭＨｚの間、好ましくは１０ＭＨｚであり、
狭帯域は、２ＭＨｚまたはそれ以下、好ましくは１ＭＨｚから２ＭＨｚの間、好ましくは
１．４ＭＨｚ、あるいは、いくつかの実施形態では、１００ｋＨｚから３００ｋＨｚの間
、好ましくは１８０ｋＨｚであり得る。
【０００９】
　さらに、狭帯域ユーザ機器のロケーションを決定するために特に有効であるが、この方
法は、他のユーザ機器とともに使用されるときにも利点を有する。これらは、ＰＲＳ信号
のブロードキャストのために使用される時間周波数リソースが、これらの信号のために予
約されるので生じ、より狭い周波数帯域を使用することによって、低減された量のリソー
スが使用される。狭帯域ＵＥの場合、リソースが節約され、精度は影響を受けない。より
広い帯域のＵＥの場合、リソースが節約され、精度は減少され得るが、信号間の周波数ホ
ッピングの使用がこれをある程度まで緩和する。
【００１０】
　位置基準信号送信期間は、位置基準信号がその間に送信される時間期間またはサブフレ
ームの数である。それは、位置基準信号オケージョンと呼ばれることがある。この点につ
いて、位置基準信号時間期間は周期的に繰り返し、それにより、位置基準信号は、周期的
に繰り返す位置基準信号時間期間中の繰返し周期パターンとしてブロードキャストされる
。
【００１１】
　位置基準信号は、１つまたは複数のＰＲＳサブフレーム、一般に、１つ、２つ、４つま
たは６つのＰＲＳサブフレームの間の各ＰＲＳ時間期間またはオケージョンの間に送信さ
れ、ＰＲＳ時間期間またはオケージョンの繰返しの期間は、１６０ｍ／ｓ、３２０ｍ／ｓ
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、６４０ｍ／ｓまたは１，２８０ｍ／ｓなど、特定の値に設定され得る。時間フレームに
おける１つのＰＲＳパターンは、たとえば、２つ、４つ、８つまたは１６個のＰＲＳオケ
ージョンを含むことができる。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、１つのさらなる周波数帯域中および１つの後続の時間期間の
間の１つのさらなる位置基準信号のみが、このＰＲＳ時間期間中にブロードキャストされ
るが、他の実施形態では、本方法は、複数のさらなる位置基準信号を前記位置基準信号時
間期間中にブロードキャストするステップを含む。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、前記複数のさらなる位置基準信号と前記第１の位置基準信号
とは、異なる、重複しない周波数帯域幅および時間期間中でブロードキャストされ、他の
実施形態では、信号のうちのいくつかが、周波数において重複し得、ここで、それらは時
間的に重複しない。いくつかの実施形態では、各時間期間が２つ以上の位置基準信号を含
んでいることがあり、この場合、同じ時間期間中の位置基準信号は、周波数において重複
しないことになる。時間期間が複数の位置基準信号を含んでいる場合、異なる狭帯域ＵＥ
が、その特定の周波数帯域を指示することによって、複数の位置基準信号のうちの特定の
１つについての構成情報を受信することになる。より広い帯域のユーザ機器は、各時間期
間中の複数の位置基準信号のうちのいくつかまたはすべてを包含する構成情報を受信し得
、それらが信号のすべてを受信することが可能になり、それらの精度が増加し得る。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、前記位置基準信号時間期間の間に、位置基準信号が交互に連
続的に送信され得、他の実施形態では、前記方法は、前記位置基準信号のうちの少なくと
も１つのブロードキャストの直後の時間期間の間に、位置基準信号をブロードキャストし
ないことによって、前記位置基準信号のブロードキャスト間に時間ギャップを生成するス
テップをさらに含む。
【００１５】
　周波数ホッピングが関与する場合、位置基準信号のブロードキャスト間に時間ギャップ
を残すことが有利であり得、それは、信号を受信するユーザ機器が、位置基準信号の周波
数変化を補償するために、受信機の周波数帯域幅を変更する必要があることになり、した
がって、時間遅延を与えることにより、ユーザ機器はこの信号を受信するための良好な時
間においてこのアクションを実施することが可能になり得るからである。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、前記時間期間と前記少なくとも１つの後続の時間期間とが、
同じ大きさを有し、整数個のダウンリンク・サブフレームを備える。
【００１７】
　位置基準信号または位置基準信号ブロックがその間にブロードキャストされる時間期間
は、サイズが異なり得るが、それらが、同じサイズであり、整数個のダウンリンク・サブ
フレームを備えることは、有利であり得る。このようにして、パターンは、定義するのが
より容易であり、使用される情報およびリソースは、各ＰＲＳブロックのための標準であ
る。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、前記少なくとも１つのさらなる周波数帯域が、所定の帯域幅
を有し、時間的に隣接する位置基準信号が、前記所定の帯域幅のうちの少なくとも１つだ
け周波数において互いに離れている。
【００１９】
　いくつかの場合には、それは、時間的に互いに最も近くに送信される位置基準信号が、
周波数において互いに近くない、すなわち、それらが、隣接する周波数帯域幅を形成しな
いが、所定の周波数帯域幅のうちの少なくとも１つだけ互いに離れている場合に有利であ
り得る。これは、送信される信号の全体的な帯域幅の増加を可能にし、干渉影響を低減し
得る。
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【００２０】
　いくつかの実施形態では、前記周波数帯域のうちの１つが、前記所定の帯域幅よりも広
い帯域幅を備え、他の周波数帯域幅が、前記より広い周波数帯域幅中に包含される。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、周波数帯域のすべてが同じ帯域幅を有するが、他の実施形態
では、周波数帯域幅のうちの１つが、他の周波数帯域幅よりも大きく、実際は、他の周波
数帯域幅が、それの中にあることになる。
【００２２】
　レガシー・ユーザ機器は、広周波数帯域中の位置基準信号を監視するように構成され、
いくつかの実施形態では、レガシー・ユーザ機器、ならびに本発明の実施形態に従って動
作するように構成されたユーザ機器の動作をサポートすることは、有利であり得る。した
がって、そのような場合、より広い帯域幅中で１つの信号、場合によっては、第１の位置
基準信号を与えると、これらのレガシー機器は、レガシー機器の場合にそれらが行うよう
に、この信号を受信し、それに応答することが可能になり得る。本発明の実施形態による
ユーザ機器は、その受信機の帯域幅に応じて、その帯域幅にわたってまたは帯域幅のサブ
セット中でのいずれかでこのより広い帯域の信号を受信することができる。このより広い
帯域幅は、１０ＭＨｚであり得、より狭い帯域幅は、狭帯域ＵＥの帯域幅に対応し、場合
によっては１．４ＭＨｚであり得る。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、前記方法は、前記位置基準信号時間期間中に、前記第１の時
間期間の間に、さらなる第１の位置基準信号を、前記第１の周波数帯域とは異なるさらな
る第１の周波数帯域中でブロードキャストし、前記少なくとも１つの後続の時間期間の間
に、少なくとも１つの追加の位置基準信号を、少なくとも１つの追加の周波数帯域中でブ
ロードキャストするステップであって、前記少なくとも１つの追加の周波数帯域が、前記
さらなる第１の周波数帯域および前記少なくとも１つのさらなる周波数帯域とは異なる、
ステップを含む。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、各時間期間は、単一の位置基準信号を特定の周波数帯域中で
送信し得るが、いくつかの実施形態では、各時間期間は、異なる周波数帯域中に複数の位
置基準信号を含んでいることがある。狭帯域ユーザ機器は、これらの信号のうちの１つの
周波数時間リソースを指示する構成情報を送られることになり、狭帯域ユーザ機器は、し
たがって、これらの信号のうちの１つを受信し、それに応答し得、より広い帯域のユーザ
機器は、各時間期間中の異なる信号の周波数帯域のうちのいくつかまたはすべてに関する
構成情報を受信し得、その場合、より広い帯域のユーザ機器は、複数の信号を受信し、複
数の信号に応答し、それにより、それらの性能を改善し得る。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、前記方法は、位置基準信号構成情報をロケーション・サーバ
に送信するステップであって、前記位置基準信号構成情報が、前記位置基準信号時間期間
中にブロードキャストされる前記位置基準信号の周波数ロケーションのパターンのインジ
ケータを備える、ステップをさらに含む。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、ネットワーク・ノードは、それが位置基準信号をいつ、およ
びどの周波数帯域中で送信しているかを指示する位置基準信号構成情報を送信し、この情
報は、ロケーション・サーバによってユーザ機器に送られる。ロケーション・サーバは、
ネットワーク・ノード自体上にあってもよく、またはそれはネットワーク・ノードから離
れていてもよい。ロケーション・サーバが構成情報をユーザ機器に送信するとき、それは
、ネットワーク・ノードを介して構成情報を送信し得る。ただし、ネットワーク・ノード
は、この情報を復号しないことになり、したがって、この情報を単にさらに送信すること
になる。
【００２７】
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　いくつかの実施形態では、インジケータは、テーブルにおける位置の指示を備え、ロケ
ーション・サーバおよびネットワーク・ノードは、対応するテーブルを記憶し、周波数パ
ターンがそれらのテーブル中に記憶され、インジケータは、テーブルにおけるロケーショ
ンと、したがって、対応する周波数パターンとを指示し得る。代替的に、インジケータは
、第１の周波数帯域の初期周波数と、周波数帯域の幅と、異なるＰＲＳブロック間の周波
数ホッピングのためのオフセットとを指示し得る。いずれの場合でも、インジケータは、
位置基準信号がその中でブロードキャストされるべきである周波数帯域の指示を与える。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、前記ネットワーク・ノードは、ミューティング・パターンを
前記ロケーション・サーバに送信するように動作可能であり、前記ミューティング・パタ
ーンは、さらなるネットワーク・ノードによってブロードキャストされる位置基準信号の
パターンに対応し、前記ネットワーク・ノードが位置基準信号をブロードキャストするこ
ともデータ信号を送信することも行わない、対応する時間および周波数リソースを指示す
る。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、前記方法は、データ信号または位置基準信号をミューティン
グ時間期間およびミューティング周波数帯域中でブロードキャストしないステップをさら
に含む。ミューティング時間期間およびミューティング周波数帯域は、さらなる、一般に
、隣接するネットワーク・ノードの位置基準信号のためのブロードキャスト・パターンに
対応する。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、前記位置基準信号構成情報は、前記所定の帯域幅を備える前
記位置基準信号のうちの最も早い位置基準信号の周波数位置を備える。
【００３１】
　周波数ロケーションのテーブルを使用することの代替として、所定の帯域幅を有する第
１の位置基準信号の位置が、後続の信号のオフセット位置とともに送信され得る。この点
について、第１の位置基準信号は広帯域レガシー・タイプ信号であり得、その場合、所定
の帯域幅をもつ第１の位置基準信号は、第２の位置基準信号であることになる。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、前記基準信号構成情報は、複数の位置基準信号を備える前記
第１の時間期間中に、位置基準信号がブロードキャストされる周波数と、前記物理基準信
号ブロックの各々についてのサブフレームの数と、前記位置基準信号時間期間中の隣接す
る位置基準信号のブロードキャスト間のギャップを形成するサブフレームの数と、時間的
に隣接するＰＲＳブロック間の周波数オフセットとのうちの少なくとも１つを含む。
【００３３】
　本発明の第２の態様は、ロケーション・サーバにおいて実施される方法を提供し、前記
方法は、少なくとも１つのユーザ機器についてのネットワーク・ノードからの位置基準信
号構成情報を受信するステップであって、前記位置基準信号構成情報は、複数の位置基準
信号がその間にブロードキャストされることになる、位置基準信号時間期間の指示と、前
記位置基準信号のうちの第１の位置基準信号をブロードキャストするための、第１の周波
数帯域および第１の時間期間の指示と、前記位置基準信号のうちの少なくとも１つのさら
なる位置基準信号をブロードキャストするための、少なくとも１つのさらなる周波数帯域
および少なくとも１つのさらなる時間期間の指示とを備え、前記少なくとも１つのさらな
る周波数帯域が、前記第１の周波数帯域とは異なる、ステップと、前記位置基準信号構成
情報を前記ユーザ機器のほうへ送信するステップとを含む。
【００３４】
　ユーザ機器において受信された位置基準信号に対する応答からユーザ機器のロケーショ
ンを決定するためのロケーション・サーバが、提供される。ロケーション・サーバは、ネ
ットワーク・ノードからのこれらの信号に関する構成情報を受信し、これをユーザ機器に
転送することになる。そのような情報からおよびユーザ機器応答から、ロケーション・サ
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ーバは、ユーザ機器の位置を決定することができる。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、前記位置基準信号構成情報は、前記位置基準信号時間期間中
で前記位置基準信号がブロードキャストされることになる回数と、前記ブロードキャスト
間の時間ギャップとの指示を備える。
【００３６】
　位置基準信号構成情報は、これらの位置基準信号の送信に関する情報を含んでおり、こ
れらの信号が送信される回数と、時間ギャップがある場合、ブロードキャスト間の時間ギ
ャップとを含み得る。位置基準信号構成情報は、前記位置基準信号時間期間の繰返しの時
間期間を指示する繰返し周期性をも備え得る。
【００３７】
　ロケーション・サーバにおいて受信された構成情報は、複数のユーザ機器についての情
報を備え得、ロケーション・サーバは、関連する構成情報を含んでいる送信を特定のユー
ザ機器に向ける。この点について、異なるユーザ機器は異なる特性を有し、したがって、
特定のユーザ機器の特性に好適な構成情報は、そのユーザ機器のほうへ向けられ得る。
【００３８】
　本発明の第３の態様は、ユーザ機器において実施される方法を提供し、前記方法は、ロ
ケーション・サーバからの位置基準信号構成情報を受信するステップであって、前記位置
基準信号構成情報は、複数の位置基準信号がその間にネットワーク・ノードからブロード
キャストされることになる、位置基準信号時間期間の指示と、前記位置基準信号のうちの
第１の位置基準信号がその中でブロードキャストされることになる、第１の周波数帯域お
よび第１の時間期間の指示と、前記位置基準信号のうちの少なくとも１つのさらなる位置
基準信号がその中でブロードキャストされることになる、少なくとも１つのさらなる周波
数帯域および少なくとも１つのさらなる時間期間の指示とを備え、前記少なくとも１つの
さらなる周波数帯域が、前記第１の周波数帯域とは異なる、ステップと、前記指示された
時間期間の間に前記第１の周波数帯域と前記少なくとも１つのさらなる周波数帯域とを、
前記位置基準信号について監視するステップと、前記位置基準信号の受信に対する応答を
前記ネットワーク・ノードのほうへ送信するステップとを含む。
【００３９】
　ユーザ機器において、ユーザ機器がこれらの信号を監視および受信することができるよ
うに、位置基準信号がいつ送信されており、どの周波数帯域中で送信されているかを知る
必要がある。したがって、位置基準信号構成情報が、ユーザ機器に送信され、それにおい
て受信され、ユーザ機器が、必要とされる時間期間の間およびそれらに対するＰＲＳ送信
応答の受信時に、必要とされる周波数帯域を監視することを可能にする。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、前記方法は、少なくとも１つのロケーション・サーバからの
複数の位置基準信号構成情報を受信するステップであって、各構成情報が、異なるネット
ワーク・ノードに関係する、ステップと、前記指示された時間期間の間に前記第１の周波
数帯域と前記少なくとも１つのさらなる周波数帯域との各々を、前記ネットワーク・ノー
ドの各々からの前記位置基準信号について監視するステップと、前記受信された位置基準
信号の各々の受信時間の指示を前記ネットワーク・ノードのほうへ送信するステップとを
さらに含む。
【００４１】
　ユーザ機器のロケーションを決定するために、それは、いくつかのネットワーク・ノー
ドからの位置基準信号を受信すべきであり、ロケーション・サーバがユーザ機器のロケー
ションを決定することを可能にするのは、ユーザ機器におけるそれらの信号の受信時間の
比較である。したがって、各ネットワーク・ノードは、異なる周波数帯域上および異なる
時間における位置基準信号を送信することになり、ユーザ機器からの応答、特に、ＵＥに
おけるこれらの信号の受信間の指示された時間遅延は、ＵＥの位置を決定するために使用
され得る。
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【００４２】
　いくつかの実施形態では、前記位置基準信号構成情報は、前記第１の時間期間中に前記
位置基準信号がその中でブロードキャストされることになる、さらなる第１の周波数帯域
の指示と、前記少なくとも１つのさらなる時間期間中に前記位置基準信号のうちの１つが
その中でブロードキャストされることになる、少なくとも１つの追加の周波数帯域の指示
とをさらに備え、前記方法は、前記指示された時間期間の間に、前記第１の周波数帯域と
、前記さらなる第１の周波数帯域と、前記少なくとも１つのさらなる周波数帯域と、前記
少なくとも１つの追加の周波数帯域との各々を、前記位置基準信号について監視するステ
ップを含む。
【００４３】
　ユーザ機器が、周波数帯域のうちのいくつかにわたって測定するために好適なより広い
帯域のユーザ機器である場合、構成情報は、位置基準信号が送信される各時間期間中の複
数の周波数帯域に関する情報を含んでいることがある。ユーザ機器は、次いで、これらの
各々を監視し、応答を送信し、それにより、その精度を改善し得る。
【００４４】
　他の実施形態では、前記ユーザ機器が、狭帯域トランシーバをもつ低複雑度ユーザ機器
であり、前記第１の周波数帯域の帯域幅と前記少なくとも１つのさらなる周波数帯域の帯
域幅とが各々、前記狭帯域トランシーバの帯域幅に等しい帯域幅を有する。
【００４５】
　ユーザ機器が、狭帯域トランシーバをもつ低複雑度ユーザ機器である場合、この狭帯域
トランシーバは、ネットワーク・ノードによって送信された位置基準信号の帯域幅と等し
いかまたは少なくともそれと同様の帯域幅を有する。したがって、そのような場合、ユー
ザ機器は、その受信機を、指示された時間期間の間の指示された周波数範囲に同調させる
ことになり、位置基準信号を受信し、それに応答することが可能であることになる。この
点について、従来のユーザ機器の例は、１０ＭＨｚ帯域中の信号を受信する広帯域ユーザ
機器と、１．４ＭＨｚ帯域中で動作するＭＴＣユーザ機器などのより狭い帯域のユーザ機
器と、たとえば１８０ｋＨｚ帯域中で動作する極めて狭いユーザ機器とを含む。したがっ
て、ＰＲＳ信号が１８０ｋＨｚ　ＵＥのために適応され、信号のために使用される帯域幅
がこの階数のものである場合、１．４ＭＨｚ　ＵＥと１０ＭＨｚ　ＵＥの両方が、使用さ
れる周波数に応じて、同じ時間期間中の異なる周波数において複数の信号を受信すること
が可能になり得る。使用される周波数帯域幅が１．４ＭＨｚ　ＵＥのために適応された場
合、１０ＭＨｚ　ＵＥのみが、１つの時間期間中の異なる周波数において複数の信号を受
信することが可能であることになる。
【００４６】
　本発明の第４の態様は、プロセッサによって実行されたとき、前記プロセッサを、本発
明の第１、第２または第３の態様のうちのいずれか１つによる方法に制御するように動作
可能である、コンピュータ・プログラムを提供する。
【００４７】
　本発明の第５の態様は、位置基準信号をブロードキャストするように動作可能なネット
ワーク・ノードを提供し、前記ネットワーク・ノードが、送信機からの信号のブロードキ
ャストを制御するための制御回路を備え、前記制御回路は、前記送信機を、位置基準信号
時間期間中に位置基準信号をブロードキャストするように制御するように構成され、前記
位置基準信号が、第１の周波数帯域中および第１の時間期間の間の第１の位置基準信号と
、少なくとも１つのさらなる周波数帯域中および少なくとも１つの後続の時間期間の間の
少なくとも１つのさらなる位置基準信号とを備え、前記少なくとも１つのさらなる周波数
帯域が、前記第１の周波数帯域とは異なる。
【００４８】
　本発明の第６の態様は、少なくとも１つのユーザ機器についてのネットワーク・ノード
からの位置基準信号構成情報を受信するための受信機であって、前記位置基準信号構成情
報は、複数の位置基準信号がその間にブロードキャストされることになる、位置基準信号
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時間期間の指示と、前記位置基準信号のうちの第１の位置基準信号をブロードキャストす
るための、第１の周波数帯域および第１の時間期間の指示と、前記位置基準信号のうちの
少なくとも１つのさらなる位置基準信号をブロードキャストするための、少なくとも１つ
のさらなる周波数帯域および少なくとも１つのさらなる時間期間の指示とを備え、前記少
なくとも１つのさらなる周波数帯域が、前記第１の周波数帯域とは異なる、受信機と、前
記位置基準信号構成情報を前記ユーザ機器のほうへ送信するための送信機とを備える、ロ
ケーション・サーバを提供する。
【００４９】
　本発明の第７の態様は、ロケーション・サーバからの位置基準信号構成情報を受信する
ための受信機を備えるユーザ機器であって、前記位置基準信号構成情報は、複数の位置基
準信号がその間にネットワーク・ノードからブロードキャストされることになる、位置基
準信号時間期間の指示と、前記位置基準信号のうちの第１の位置基準信号がその中でブロ
ードキャストされることになる、第１の周波数帯域および第１の時間期間の指示と、前記
位置基準信号のうちの少なくとも１つのさらなる位置基準信号がその中でブロードキャス
トされることになる、少なくとも１つのさらなる周波数帯域および少なくとも１つのさら
なる時間期間の指示とを備え、前記少なくとも１つのさらなる周波数帯域が、前記第１の
周波数帯域とは異なる、ユーザ機器を提供し、前記ユーザ機器は、前記指示された時間期
間の間に前記第１の周波数帯域と前記少なくとも１つのさらなる周波数帯域とを、前記位
置基準信号について監視することと、前記位置基準信号の受信に対する応答を前記ネット
ワーク・ノードのほうへ送信することとを行うように、前記受信機を制御するための制御
回路をさらに備える。
【００５０】
　さらなる詳細および好ましい態様が、付随する独立請求項および従属請求項において提
示される。従属請求項の特徴は、適宜に、および特許請求の範囲において明示的に提示さ
れる組合せ以外の組合せで、独立請求項の特徴と組み合わせられ得る。
【００５１】
　機能を与えるように動作可能であるものとして、装置の特徴が説明される場合、これは
、その機能を与えるかまたはその機能を与えるように適応または構成された、装置の特徴
を含むことが諒解されよう。
【００５２】
　次に、添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態がさらに説明される。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】一実施形態による、ネットワーク・ノード・ロケーション・サーバおよびユーザ
機器ならびにそれらが送信する情報を概略的に示す図である。
【図２】従来技術による、ＰＲＳ送信およびミューティングを概略的に示す図である。
【図３ａ】一実施形態による、ギャップを伴わないＰＲＳ周波数ホッピングを示す図であ
る。
【図３ｂ】一実施形態による、ギャップを伴うＰＲＳ周波数ホッピングを示す図である。
【図４ａ】第１の時間期間中にレガシーＰＲＳをもつＰＲＳ周波数ホッピングを示す図で
ある。
【図４ｂ】第１の時間期間中にレガシーＰＲＳをもつＰＲＳ周波数ホッピングを示す図で
ある。
【図５】一実施形態による、各時間期間中に複数のＰＲＳブロックをもつＰＲＳ周波数ホ
ッピングを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　より詳細に実施形態について説明する前に、まず、概要が提供される。
【００５５】
　位置基準信号は、ＰＲＳオケージョンとして示されることがある時間期間中の複数のＰ
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ＲＳブロックとして送信される。この時間期間中のこれらの信号の送信は、所定の回数、
周期的に繰り返される。従来、ＰＲＳ信号は、比較的広い周波数帯域、従来１０ＭＨｚに
わたってブロードキャスされ、いくつかの場合には、複数のサブフレームにわたってブロ
ードキャスされていた。隣接ノードとの干渉を回避するために、周期的繰返しパターンに
おけるオケージョンまたは時間期間の一部の間、ＰＲＳ信号を送信するのではなく、ネッ
トワーク・ノードがミュートされることになるような、ミューティング・パターンがあり
得、それにより、ＰＲＳ信号がブロードキャストされる時間周波数リソースにおいて、Ｐ
ＲＳ信号およびデータ信号がブロードキャストされないことになり、このＰＲＳ時間周波
数リソースを、他ネットワーク・ノードがそれらのＰＲＳ信号を中で送信するために利用
可能なままにする。
【００５６】
　上記の技法の欠点は、周波数ブロックのサブセットのみを監視することができる、狭帯
域ユーザ機器の場合でも、周波数ブロック全体がＰＲＳ信号のために予約され、したがっ
て、リソースが浪費されることであった。実施形態は、より狭い周波数帯域をＰＲＳ信号
の送信のために予約することによってこれに対処することを求めてきた。信号の帯域幅を
低減することに関連する精度の減少に対処するために、周波数ホッピングが使用され、そ
れにより、複数のＰＲＳブロックが、ＰＲＳオケージョン中の異なるサブフレーム中で送
信され、各々が、異なる周波数範囲において送信される。
【００５７】
　したがって、第１のＰＲＳブロックのブロードキャストは、ＰＲＳオケージョンまたは
時間期間のサブフレームのうちの１つ中の、およびこの信号のために従来予約される周波
数範囲のサブセットである周波数範囲にわたるものであり得る。より後のサブフレームで
は、後続のＰＲＳブロックは、異なる周波数範囲中で、ただし依然として従来の周波数範
囲中でブロードキャストされる。周波数範囲のこの変化は、ユーザ機器において受信され
る位置基準信号が、２つの異なる周波数にわたって受信されることを意味し、これは、受
信される信号の周波数帯域幅を増加させ、受信される信号が測定され得る精度を改善する
。この周波数ホッピングは、複数回繰り返され得る。したがって、従来のブロックと比較
して低減された周波数帯域幅をもつが、異なる周波数においてブロードキャストされる、
ＰＲＳブロックが、使用される。
【００５８】
　さらに、ミューティング・パターンが使用される場合、ブロードキャストされたＰＲＳ
ブロックのパターンにマッチすることが必要とされるにすぎず、したがって、ブロードキ
ャストが、低減されたより狭い帯域幅にわたる場合、ミューティングも、この低減された
帯域幅のみにわたる。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、ＰＲＳブロック間の１つまたは複数のサブフレームの時間期
間ギャップが与えられ、ここで、ＰＲＳ信号はブロードキャストされず、これは、ユーザ
機器が、その受信機の周波数を、異なる周波数において後続のＰＲＳブロックを受信する
ように調整することを可能にし、これは、性能を改善し得る。
【００６０】
　いくつかの場合には、レガシー・ユーザ機器もサポートされ得、そのような場合、周波
数ブロックがその間に送信される時間期間のうちの１つが、より広い周波数範囲を有する
ことになる。これは、概して、位置基準時間期間中の第１の位置基準信号である。
【００６１】
　要約すれば、提案されるソリューションは、精度の過度の減少なしに、低減された帯域
幅をＯＴＤＯＡ　ＰＲＳ信号のために使用する可能性を有する。それは、より少数のリソ
ースを使用しながら高い測位精度を与える可能性を有する。
【００６２】
　ＯＴＤＯＡにおけるＰＲＳ送信および構成情報交換のための本出願で説明されるネット
ワーク構造の一例が、図１に示されており、ここで、
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・　ノード１（たとえばｅＮＢ）およびノード２（たとえばロケーション・サーバ）が、
一般にバックホール・リンクを使用して、ノードおよびＵＥ情報ならびにＰＲＳ構成情報
を共有する。ノード１およびノード２は、１つのデバイスまたは異なるデバイス中にあり
得ることに留意されたい。
・　ノード２は、ノード１からＵＥにブロードキャストされたＰＲＳ信号のＰＲＳ構成情
報を送信する。これは、ＵＥが、ノード１からブロードキャストされたＰＲＳ信号を測定
することを可能にする。ノード２は、ノード１を介してＰＲＳ構成を送信し得るが、ノー
ド１は、情報を復号または認識しないことになる。
・　ノード１はＰＲＳシグナリングをブロードキャストし、ＵＥはＰＲＳ測定を実施する
。
・　ＵＥは、測定された信号をノード１に返送し、ノード１はそれらをノード２に受け渡
すことになる。ノード２は、異なるノードから受信された異なるＰＲＳ信号に対するＵＥ
からの応答を受信することになり、これらの信号からＵＥ位置を決定することが可能であ
ることになる。
【００６３】
　従来のソリューションでは、ＰＲＳは、あらかじめ定義されたＰＲＳ構成情報を伴って
帯域幅全体にわたってブロードキャストされ、ＰＲＳ構成情報は、物理／仮想セルＩＤ、
ＰＲＳキャリア周波数指示（すなわち、ＥＡＲＦＣＮ（絶対無線周波数チャネル番号）お
よびＰＲＳ帯域幅）、ＰＲＳミューティング・パターン、ＰＲＳ期間、ＰＲＳオケージョ
ンごとのＰＲＳサブフレームの数を含む。ＰＲＳオケージョンごとに４つのサブフレーム
をもつ既存のＰＲＳ構成とＰＲＳミューティング・パターンとしての「１０１０」との場
合の一例が図２に示されている。
【００６４】
　しかしながら、ＵＥが、部分的なＰＲＢ中のＰＲＳのみを測定することができ、したが
って、精度を改善するためにＰＲＳオケージョンごとにより多いサブフレームを必要とす
るとき、帯域幅全体を使用するそのような構成は、深刻なリソースの無駄遣いを生じるこ
とになる。これに対処するために、実施形態は、ＰＲＳ周波数ホッピング機構を提案する
。これは、特に、ＭＴＣ　ＵＥなどのより低い帯域幅を用いて動作するＵＥにとって有利
であるが、すべてのＵＥのために使用され得る。
【００６５】
　この場合、ＯＴＤＯＡ測位のために使用される協働セルも、部分的な帯域幅中で動作し
、対応するブロードキャストおよびミューティング・パターンを使用することができる。
【００６６】
　図１中のノード１とノード２との間およびノード２とＵＥとの間で送信されるＰＲＳ構
成情報は、ＰＲＳキャリア周波数指示のための１つまたは複数のセットを含むことができ
る。１つのセットは、ＰＲＳキャリア周波数の１つのグループを指示し、たとえば、
・　ＰＲＳキャリア周波数指示のための１つのセットは、少なくとも、ＥＡＲＦＣＮ（Ｅ
－ＵＴＲＡ絶対無線周波数チャネル番号）、ＰＲＳ帯域幅、ＰＲＳ構成インデックス、Ｄ
Ｌフレームの数、およびＰＲＳミューティング構成の一部または全部を含む。
・　または、代替ソリューションでは、ＰＲＳキャリア周波数指示のための１つのセット
が、ＰＲＳ周波数ホッピング・パターンおよびホッピング・ギャップ情報の一部または全
部を含む。
【００６７】
　ＰＲＳ周波数ホッピング・パターンは、ターゲット狭帯域ＵＥと整合するように、以下
の情報の一部または全部によって指示され得る。
・　第１の狭帯域の位置
・　他の狭帯域を決定するために使用される、オフセット
・　ホッピング・ギャップごとのサブフレームの数
・　ＰＲＳブロックごとのサブフレームの数
・　サブフレーム中に複数のブロックがある場合、第１のサブフレーム中のＰＲＳパター
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ン
・　あらかじめ定義されたＰＲＳ周波数ホッピング・パターン・テーブルにおけるＰＲＳ
周波数ホッピング・パターンのインデックス
後者の指示について、標準が、周波数ホッピング・パターン・テーブルを定義し得、この
場合、周波数ホッピング・パターンは、ただテーブルにおけるエントリを指示することに
よって指示され得る。
【００６８】
　図３ａは、ノード１は、４つのサブフレーム中で１つのＰＲＳパターンをブロードキャ
ストすることを示すが、ノード３は、これらのサブフレーム中でミュートされ、データ信
号またはＰＲＳ信号を送信しないことを示す。ノード１およびノード３は両方とも、ＰＲ
Ｓ信号を同じＵＥにブロードキャストしており、ＵＥの位置を決定するためにロケーショ
ン・サーバによって使用されるのは、これらの信号のＵＥの測定間の時間差である。
【００６９】
　図３ａに示されているように、この実施形態における後続のＰＲＳブロックは、ＰＲＳ
ブロックの１つの帯域幅に等しい量だけホップし、その量は、多くの場合、１つのＰＲＳ
オケージョン中のＰＲＳ周波数ホッピングの最も小さい単位である。
【００７０】
　１つのＰＲＳブロックは、１つまたは複数のＰＲＢ（物理リソース・ブロック）を含み
、１つまたは複数のサブフレーム中にあり得、ＰＲＳ信号を有することも有しないことも
あり、この点について、隣接ノードまたは協働ノードにおけるＰＲＳブロックに対応する
ミュートされたブロックがあり得る。
【００７１】
　図３ｂは、図３ａの実施形態と同様だが、各ＰＲＳブロック間にホッピング・ギャップ
を伴うさらなる実施形態を示す。ホッピング・ギャップは１つまたは複数のサブフレーム
であり得る。このギャップは、ＵＥがその受信機の周波数範囲を新しい周波数に調整する
ことができる時間期間を与える。
【００７２】
　１つのノードは、各サブフレーム中に１つまたは複数のＰＲＳブロックを有し得（図５
参照）、いくつかのＰＲＳブロックはＰＲＳ送信を有し得るが、いくつかのＰＲＳブロッ
クはＰＲＳ（およびデータ）送信をミュートし得ることに留意されたい。
【００７３】
　図４ａは、レガシーＰＲＳ信号を第１のサブフレーム中で送信することによって、レガ
シーＵＥをサポートする、代替実施形態を示す。第１のサブフレーム中の信号は、レガシ
ーＵＥによっておよび実施形態のシステムに適合するＵＥによっても、それらが、ブロッ
クによって示される周波数範囲のサブセットを監視し得るとき、使用され得る。
【００７４】
　図４ａは、図３ａに対応するが、レガシーＵＥをサポートする実施形態を示し、それは
、図４ｂは、図３ｂに対応するが、同じくレガシー機器をサポートする、時間ギャップを
伴う実施形態を示す。
【００７５】
　図５は、２つの狭帯域ＰＲＳブロックが各サブフレーム中でブロードキャストされる、
代替の実施形態を概略的に示す。それらは、ある特定のＵＥのほうへ送信されるのではな
く、ブロードキャストされるが、各セットに関連する構成情報は、特定のＵＥに送信され
ることになり、したがって、あるＵＥはその受信機をＰＲＢの赤色セットを受信するよう
に調整することになり、別のＵＥはその受信機を黄色セットを受信するように調整するこ
とになる。広帯域ＵＥが、このノードによってサービスされている場合、広帯域ＵＥは、
信号の両方のセットについての構成情報を受信し得、その受信機を両方の信号を受信する
ように調整し、それによりその精度が改善することになる。
【００７６】
　上述のように、ネットワーク・ノードは、ＰＲＳオケージョン中にＰＲＳ信号をブロー
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ドキャストし、周波数ホッピングを使用して、リソースを節約しながら帯域幅を増加させ
る。ネットワーク・ノードのうちの１つの上にあり得るかまたは制御ネットワーク・ノー
ド中にあり得る、ロケーション・サーバは、その特定のエリアについての測位測定に関与
するいくつかのネットワーク・ノードからＰＲＳ構成情報を受信することになる。
【００７７】
　ロケーション・サーバは、構成情報を特定のユーザ機器に送信することになり、これは
、ユーザ機器が、関連するネットワーク・ノードによってブロードキャストされたＰＲＳ
信号を監視することを可能にする。ユーザ機器において実施される測定は、異なるネット
ワーク・ノードから受信されたＰＲＳ信号間の時間オフセットを推定することからなる。
ユーザ機器は次いで、これらをネットワーク・ノードに報告し、ネットワーク・ノードは
、測定品質の推定とともにこの情報をロケーション・サーバに転送する。これは、ロケー
ション・サーバがユーザ機器位置を決定することを可能にする。
【００７８】
　ネットワーク・ノードが、ＰＲＳオケージョン中に送信されたＰＲＳブロック間の周波
数ホッピングを使用するとき、この情報は、構成情報中でユーザ機器に送信され、ユーザ
機器が適切な周波数帯域幅を監視し、信号を受信することが可能になる。
【００７９】
　ＰＲＳ構成情報の受信に続く、ＵＥにおける挙動に関して、ＵＥは、各ＰＲＳオケージ
ョン中で監視すべきサブフレームおよび周波数帯域幅を決定し、これらの信号を監視し、
それは次いで、異なるネットワーク・ノードから受信されたＰＲＳ信号間の時間差を推定
し、この時間差を示す応答を送信する。
【００８０】
　ＵＥの動作帯域幅が広く、場合によっては１０ＭＨｚである場合、図４ａの第１のサブ
フレーム中および図５のサブフレーム中に示されているものなどの信号について、ＵＥは
、図４ａの信号のためのサブフレームの帯域幅全体中のＰＲＳを測定することができるか
、またはＵＥは、図５の場合、異なる周波数帯域幅中の複数のサブブロックを測定し得る
かのいずれかである。図４ａの場合、後続のサブフレーム中で、部分的な帯域幅中のＰＲ
Ｓが測定されることになる。
【００８１】
　ＵＥの動作帯域幅がより小さく、図３および図５の例で送信された、または図４の例で
後のサブフレーム中で送信されたＰＲＳブロックの帯域幅に対応する場合、ＵＥは、その
受信機の周波数を、構成情報中で指示されたこれの周波数帯域をカバーするように調整す
ることによって、これらのサブブロック中のＰＲＳを測定することになる。この点につい
て、図４ａの第１のサブフレームの間に、ＵＥは、送信された信号の一部分を測定するこ
とになる。
【００８２】
　図５の場合のように送信された信号の場合、そのようなＵＥは、複数の信号の１つのセ
ットの周波数帯域幅の指示を受信することになり、ＵＥはそれらを監視することになる。
別のユーザ機器は、それらの信号の別のセットの周波数帯域幅の指示を受信することにな
り、別のユーザ機器はそれらを監視することになる。このようにして、狭帯域信号のみが
送信され得るが、それは、異なるサブフレーム中の異なる周波数において送信され、これ
は、リソースを依然として節約しながら、全体的な信号の帯域幅を増加させ、ＵＥにおけ
る測定の精度を増加させる。
【００８３】
　当業者は、様々な上記で説明された方法のステップが、プログラムされたコンピュータ
によって実施され得ることを容易に認識するであろう。本明細書では、いくつかの実施形
態はまた、プログラム・ストレージ・デバイス、たとえば、機械可読またはコンピュータ
可読である、デジタル・データ・ストレージ媒体をカバーすること、および命令の機械実
行可能またはコンピュータ実行可能プログラムを符号化することが意図され、前記命令は
、前記上記で説明された方法のステップの一部または全部を実施する。プログラム・スト
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、磁気ストレージ媒体、ハード・ドライブ、または光学的に読取り可能なデジタル・デー
タ・ストレージ媒体であり得る。実施形態はまた、上記で説明された方法の前記ステップ
を実施するようにプログラムされるコンピュータをカバーすることが意図される。
【００８４】
　「プロセッサ」または「論理」と標示される機能ブロックを含む、図に示されている様
々な要素の機能は、専用ハードウェアならびに適切なソフトウェアに関連するソフトウェ
アを実行することが可能なハードウェアの使用によって与えられ得る。プロセッサによっ
て与えられるとき、機能は、単一の専用プロセッサによって、単一の共有プロセッサによ
って、または複数の個別のプロセッサによって与えられ得、それらのうちのいくつかが共
有され得る。その上、「プロセッサ」または「コントローラ」または「論理」という用語
の明示的使用は、ソフトウェアを実行することが可能なハードウェアを排他的に言及する
ものと解釈されるべきでなく、限定はしないが、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）ハー
ドウェア、ネットワーク・プロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールド
・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、ソフトウェアを記憶するための読取り
専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、および不揮発性ストレ
ージを暗黙的に含み得る。従来のおよび／またはカスタムの、他のハードウェアも含まれ
得る。同様に、図に示されているどの交換も概念にすぎない。それらの機能は、プログラ
ム論理の動作を通して、専用論理を通して、プログラム制御と専用論理との対話を通して
、または手動でさえ実行され得、特定の技法は、文脈からより具体的に理解されるように
、実装者によって選択可能である。
【００８５】
　本明細書のどのブロック図も、本発明の原理を具現する例示的な回路の概念上のビュー
を表すことを、当業者は諒解されたい。同様に、どのフロー・チャート、流れ図、状態遷
移図、擬似コードなども、実質的に、コンピュータ可読媒体において表され、コンピュー
タまたはプロセッサによって、そのようなコンピュータまたはプロセッサが明示的に示さ
れているか否かにかかわらず、実行され得る、様々なプロセスを表すことが諒解されよう
。
【００８６】
　説明および図面は、本発明の原理を示すものにすぎない。したがって、当業者が、本明
細書で明示的に説明または示されていないにもかかわらず、発明の原理を具現し、それの
趣旨および範囲内に含められる、様々な配置を考案することができるであろうことを諒解
されたい。さらに、本明細書で具陳されるすべての例は、主に、本発明の原理、および技
術を促進するために（１人または複数の）発明者によって与えられる概念を読者が理解す
るのを助けるという教育上の目的のみのためのものであることが明確に意図され、そのよ
うに具体的に具陳された例および条件に限定されないものであると解釈されるべきである
。その上、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的な例を具陳して
いる本明細書のすべての記述は、それらの同等物を包含することが意図される。
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