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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークにおいて利用者装置（ＵＥ）の位置決定を実行する方法であって、
　前記ＵＥの位置決定を実行するための指示を、前記ＵＥによって前記ネットワークから
受信することと；
　前記位置決定を実行するための受領通知を前記ＵＥから前記ネットワークに送ることと
；
　もし前記ネットワークから受信されたプレセッション命令によって指示されるならば、
前記ＵＥにある所在地関連データの全て或いはその一部を消去することと、なお、前記プ
レセッション命令は前記ＵＥに前記所在地関連データの消去を指示する；及び
　前記ＵＥに対する前記位置決定を実行することと；
　を具備する方法。
【請求項２】
　前記ＵＥにある前記所在地関連データの全て或いはその一部を消去することは、
　前記ネットワークから受信される前記プレセッション命令と関連付けられる少なくとも
１つの型の所在地関連データを識別することと、なお、前記受信されるプレセッション命
令は複数の消去命令の中から選択され、それぞれの消去命令は前記ＵＥにある少なくとも
１つの型の所在地関連データの異なる集合に対応する；及び
　前記受信されるプレセッション命令と関連付けられる前記ＵＥにある少なくとも１つの
型の所在地関連データを消去することと；
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　を具備する、請求項１の方法。
【請求項３】
　前記ＵＥにある前記所在地関連データの全て或いはその一部を消去することは、
　前記位置決定を実行することに先立ち前記ＵＥにある少なくとも１つの型の全地球測位
衛星（ＧＰＳ）支援データを消去することを具備する、請求項１の方法。
【請求項４】
　前記ＵＥにある前記所在地関連データの全て或いはその一部を該消去することは、
　前記位置決定を実行することに先立ち前記ＵＥにある全ての所在地関連データを消去す
ることを具備する、請求項１の方法。
【請求項５】
　前記ＵＥにある前記所在地関連データの全て或いはその一部を消去することは、
　位置決定を実行することに先立ち前記ＵＥにおいて利用可能な位置推定値を消去するこ
とを具備する、請求項１の方法。
【請求項６】
　前記ＵＥにある所在地関連データの全て或いはその一部を消去することは、
　前記位置決定を実行することに先立ち前記ＵＥにあるセルＩＤデータベースを消去する
ことを具備する、請求項１の方法。
【請求項７】
　前記プレセッション命令が前記ネットワークから受信されないならば、前記ＵＥにある
前記所在地関連データを保持することを更に具備する、請求項１の方法。
【請求項８】
　前記ネットワークから受信された前記プレセッション命令によって前記ＵＥにおいて既
に消去された前記所在地関連データを前記ネットワークから受信することを更に具備する
、請求項１の方法。
【請求項９】
　利用者装置（ＵＥ）の位置決定を実行するための指示をネットワークから受信するため
に機能する受信機と；
　前記位置決定を実行するための受領通知を前記ネットワークに送るために機能する送信
機と；及び
　もし前記ネットワークから受信されるプレセッション命令によって指示されるならば、
前記ＵＥにある所在地関連データの全て或いはその一部を消去するために機能し、かつ前
記ＵＥに対する前記位置決定を実行するために機能するプロセッサと、なお、前記プレセ
ッション命令は前記ＵＥから消去されるべき前記所在地関連データを示す；
　を具備する装置。
【請求項１０】
　前記プロセッサは、前記ネットワークから受信される前記プレセッション命令と関連付
けられる少なくとも１つの型の所在地関連データを識別するために機能し、かつ、前記受
信される命令と関連付けられる前記ＵＥにある前記少なくとも１つの型の所在地関連デー
タを消去するために機能し、前記受信されるプレセッション命令は複数の消去命令の中か
ら選択され、それぞれの消去命令は前記ＵＥにある少なくとも１つの型の所在地関連デー
タの異なる集合に対応する、請求項９の装置。
【請求項１１】
　前記プロセッサは、もし前記ネットワークから受信される前記プレセッション命令によ
って指示されるならば、前記位置決定を実行することに先立ち前記ＵＥにある少なくとも
１つの型の全地球測位衛星（ＧＰＳ）支援データを消去するために機能する、請求項９の
装置。
【請求項１２】
　利用者装置（ＵＥ）の位置決定を実行するための指示をネットワークから受信するため
の手段と；
　前記位置決定を実行するための受領通知を前記ネットワークに送るための手段と；
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　もし前記ネットワークから受信されるプレセッション命令によって指示されるならば、
前記ＵＥにある所在地関連データの全て或いはその一部を消去するための手段と、なお、
前記プレセッション命令は前記ＵＥから消去されるべき前記所在地関連データを示す；及
び
　前記ＵＥに対する前記位置決定を実行するための手段と；
　を具備する装置。
【請求項１３】
　前記ＵＥにある所在地関連データの全て或いはその一部を消去するための手段は、
　前記ネットワークから受信される前記プレセッション命令と関連付けられる少なくとも
１つの型の所在地関連データを識別するための手段と、なお、前記受信されるプレセッシ
ョン命令は複数の消去命令の中から選択され、それぞれの消去命令は前記ＵＥにある少な
くとも１つの型の所在地関連データの異なる集合に対応する；及び
　前記受信されるプレセッション命令と関連付けられる前記ＵＥにある前記少なくとも１
つの型の所在地関連データを消去するための手段と；
　を具備する、請求項１２の装置。
【請求項１４】
　前記ＵＥにある所在地関連データの全て或いはその一部を消去するための手段は、
　前記位置決定を実行することに先立ち前記ＵＥにある少なくとも１つの型の全地球測位
衛星（ＧＰＳ）支援データを消去するための手段を具備する、請求項１２の装置。
【請求項１５】
　ネットワークにおいて利用者装置（ＵＥ）の位置決定を実行する方法であって、
　前記ＵＥの位置決定を実行するための指示を、前記ＵＥによって前記ネットワークから
受信することと；
　前記位置決定を実行するための受領通知を前記ＵＥから前記ネットワークに送ることと
；
　位置決定に関連する動作のためのプレセッション命令が前記ネットワークから受信され
るかどうかを決定することと、なお、前記プレセッション命令は前記ＵＥに位置決定に関
連する動作を指示する；
　もし前記プレセッション命令が前記ネットワークから受信されるならば、前記位置決定
を実行することに先立ち、或いはその実行と連係して位置決定に関連する動作を実行する
ことと；及び
　前記ＵＥに対する位置決定を実行することと；
　を具備する方法。
【請求項１６】
　前記位置決定に関連する動作を実行することは、
　前記位置決定を実行することに先立ち前記ＵＥにある所在地関連データの全て或いはそ
の一部を消去することを具備する、請求項１５の方法。
【請求項１７】
　前記位置決定に関連する動作を実行することは、
　前記位置決定を実行するに際して時間オフセット、位置オフセット、或いは、時間オフ
セットと位置オフセットの両方を適用することを具備する、請求項１５の方法。
【請求項１８】
　前記位置決定に関連する動作を実行することは、
　前記ＵＥにおいて利用可能な位置推定値を前記ネットワークに送ることを具備する、請
求項１５の方法。
【請求項１９】
　ネットワークにおいて利用者装置（ＵＥ）の位置決定を実行する方法であって、
　前記ＵＥの位置決定を実行するための指示を前記ＵＥに送ることと；
　前記ＵＥの前記位置決定を実行することに先立ち前記ＵＥにある所在地関連データの全
て或いはその一部を消去するためにプレセッション命令を前記ＵＥに選択的に送ることと
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；
　前記位置決定を実行するための受領通知を前記ＵＥから受信することと；及び
　もし前記プレセッション命令が前記ＵＥに送られるならば、その全て或いはその一部が
消去されようとしている前記ＵＥにある所在地関連データをもつ前記ＵＥの位置決定を実
行することと；
　を具備する方法。
【請求項２０】
　前記ＵＥにある所在地関連データの全て或いはその一部を消去するために前記プレセッ
ション命令を前記ＵＥに選択的に送ることは、
　複数の消去命令の中から１つの消去命令を選択することと、なお、それぞれの消去命令
は前記位置決定を実行することに先立ち前記ＵＥにおいて消去されるべき少なくとも１つ
の型の所在地関連データの異なる集合に対応する；及び
　前記選択された消去命令を前記ＵＥに送ることと；
　を具備する、請求項１９の方法。
【請求項２１】
　前記選択される消去命令は、前記位置決定を実行することに先立ち前記ＵＥにある少な
くとも１つの型の全地球測位衛星（ＧＰＳ）支援データを消去することを前記ＵＥに指示
する、請求項２０の方法。
【請求項２２】
　前記選択される消去命令は、前記ＵＥにおいて利用可能な位置推定値を消去することを
前記ＵＥに指示する、請求項２０の方法。
【請求項２３】
　前記選択される消去命令は、前記ＵＥにある全ての所在地関連データを消去することを
前記ＵＥに指示する、請求項２０の方法。
【請求項２４】
　前記ＵＥに対する位置決定を実行することは、
　前記ＵＥと前記ＵＥに対する位置決定を支援するために指定されたネットワーク構成要
素との間のセッションを開始することと、なお、前記位置決定は前記ネットワーク構成要
素と前記ＵＥによって実行される；及び
　前記ＵＥに対する前記位置決定を前記ネットワーク構成要素から受信することと；
　を具備する、請求項１９の方法。
【請求項２５】
　前記プレセッション命令は、前記位置決定のための前記ネットワークと前記ＵＥとの間
の通信のために使用されるセッション識別子の中で選択的に送られる、請求項１９の方法
。
【請求項２６】
　利用者装置（ＵＥ）の位置決定を実行するための指示を前記ＵＥに送るために機能し、
かつ、前記ＵＥに対する前記位置決定を実行することに先立ち前記ＵＥにある所在地関連
データの全て或いはその一部を消去するプレセッション命令を前記ＵＥに選択的に送るた
めに機能する送信機と；
　前記位置決定を実行するための受領通知を前記ＵＥから受信するために機能する受信機
と；及び
　もし前記プレセッション命令が前記ＵＥに送られるならば、その全て或いはその一部が
消去されようとしている前記ＵＥにある所在地関連データをもつ前記ＵＥの位置決定を実
行するために機能するプロセッサと；
　を具備する装置。
【請求項２７】
　前記プロセッサは、複数の消去命令の中から１つの消去命令を選択するために機能し、
かつ、前記選択された消去命令を前記ＵＥに送ることを前記送信機に指示するために機能
し、前記複数の消去命令のそれぞれは前記位置決定を実行することに先立ち前記ＵＥにお
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いて消去されるべき少なくとも１つの型の所在地関連データの異なる集合に対応する、請
求項２６の装置。
【請求項２８】
　利用者装置（ＵＥ）の位置決定を実行するための指示を前記ＵＥに送るための手段と；
　前記ＵＥに対する前記位置決定を実行することに先立ち前記ＵＥにある所在地関連デー
タの全て或いはその一部を消去するプレセッション命令を前記ＵＥに選択的に送るための
手段と；
　前記位置決定を実行するための受領通知を前記ＵＥから受信するための手段と；及び
　もし前記プレセッション命令が前記ＵＥに送られるならば、その全て或いはその一部が
消去されようとしている前記ＵＥにある所在地関連データをもつ前記ＵＥの位置決定を実
行するための手段と；
　を具備する装置。
【請求項２９】
　前記ＵＥにある所在地関連データの全て或いはその一部を消去する前記プレセッション
命令を前記ＵＥに選択的に送るための手段は、
　複数の消去命令の中から１つの消去命令を選択するための手段と、なお、それぞれの消
去命令は前記位置決定を実行することに先立ち前記ＵＥにおいて消去されるべき少なくと
も１つの型の所在地関連データの異なる集合に対応する；及び
　前記選択された消去命令を前記ＵＥに送るための手段と；
　を具備する、請求項２８の装置。
【請求項３０】
　ネットワークにおける利用者装置（ＵＥ）の位置決定を実行する方法であって、
　前記ＵＥの位置決定に関連する動作のためのプレセッション命令を選択することと、な
お、前記動作は前記位置決定を実行することに先立ち或いはその実行と連係して前記ＵＥ
によって実行される；及び
　前記選択されたプレセッション命令および前記ＵＥに対する位置決定を実行するための
指示を前記ＵＥに送ることと；
　を具備する方法。
【請求項３１】
　前記プレセッション命令を選択することは、
　複数の消去命令の中から１つの消去命令を選択すること、なお、それぞれの消去命令は
前記位置決定を実行することに先立ち前記ＵＥによって消去されるべき少なくとも１つの
型の所在地関連データの異なる集合に対応する、
　を具備する、請求項３０の方法。
【請求項３２】
　前記プレセッション命令を選択することは、
　複数の動作命令の中から１つの動作命令を選択すること、なお、それぞれの動作命令は
前記位置決定を実行することに先立ち或いはその実行と連係して前記ＵＥによって実行さ
れるべき異なる動作に対応する、
　を具備する、請求項３０の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に通信に係わり、そして更に具体的には、位置決定を実行するための方
法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワークにおいて無線デバイスの位置を知ることは多くの場合に望ましいことであ
り、そして時には必要である。例えば、無線利用者は、ウェブサイトを介して閲覧するた
めに無線デバイスを利用することが出来て、そして所在地に敏感なコンテントをクリック
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することができる。その時ウェブ・サーバは、該無線デバイスの位置に関して該ネットワ
ークに尋ねる。該ネットワークは、位置決定を実行しそして該無線デバイスの位置を確定
するために該無線デバイスについての所在地探索処理を開始するはずである。次に、該ネ
ットワークは、該ウェブ・サーバに該無線デバイスに関する位置推定値を返すはずであり
、該ウェブ・サーバはこの位置推定値を使用して無線利用者に適切なコンテントを提供す
る。所在地情報が有用である又は必要である別のシナリオが多数ある。下記の説明におい
て、用語“所在地（location）”及び“位置（position）”は同義語であって互いに交換
可能に使用される。
【０００３】
　位置決定を実行するために、無線デバイスは、該無線デバイスによって観測可能な衛星
及び／又は基地局に関する測定を行う。一般的には無線デバイスは、前もって決められた
手順に従い、そして観測可能な衛星の探査範囲を狭くすることが出来る支援データを使用
して、衛星に関する測定を行う。あるシナリオでは、下記に説明されるように、位置決定
を実行することに先立ち、無線デバイスを既知の状態にリセットすることが望ましい。
【０００４】
　従って、当業界には位置決定を柔軟に実行するための方法および装置に対する必要性が
ある。
【発明の開示】
【０００５】
［サマリー］
　利用者装置（user equipment）（ＵＥ）とも呼ばれる無線デバイスに対する位置決定を
柔軟に実行するための方法および装置が、本明細書において説明される。本方法および装
置の１つの実施形態では、ネットワークは、ＵＥに対する位置決定を実行するための指示
（例えば、許可要求）をＵＥに送る。ネットワークは、しかも位置決定に関連する動作の
ためにプレセッション命令を、一般的には該指示とともに、該ＵＥに選択的に（又はオプ
ションとして）送る。例えば、該命令は、ＵＥに（１）位置決定を実行することに先立ち
該ＵＥにある全ての或いは一部の所在地関連データを消去することを、（２）もしそれが
利用可能ならば、該ＵＥのための位置推定値を返送すること、或いは、（３）位置決定を
実行する際に時間オフセット及び／又は位置オフセットを適用すること、を指示すること
が出来る。該ＵＥは、位置決定を実行するための受領通知（例えば、許可承諾）を該ネッ
トワークに送る。該ＵＥは、しかも位置決定を実行することに先立ち或いはその実行と連
係して（もしあれば）該ネットワークから受信される命令によって指示される動作を実行
する。この動作は、該ＵＥを既知の状態にリセットすることができ、それは様々なシナリ
オにとって好ましいといえる。該ネットワークとＵＥは、次に該ＵＥのための位置決定を
実行する。
【０００６】
　本発明の様々な態様および実施形態が下記に更に詳細に説明される。
【０００７】
［詳細な説明］
　本発明の特徴及び本質は、図面を使用して下記に記載される詳細な説明から更に明らか
になる。図面では、一貫して対応するものは同じ参照符号で識別する。
【０００８】
　“具体例の（exemplary）”という用語は本明細書中では、“例、例証、又は実例とし
て働く”ということを意味するように使用される。本明細書中で“具体例の”と記載され
る何れの実施形態又は設計も、他の実施形態又は設計に対して好ましい又は有利であると
解釈される必要はない。
【０００９】
　図１は、位置決定を実行することが出来るネットワーク１００の図を示す。ネットワー
ク１００は、無線ネットワーク１１０を含み、それは該無線ネットワークの交信範囲全体
にわたって配置される無線デバイスに対して無線通信を提供する。簡単のために、図１に
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は唯1つの無線デバイス１２０が示される。無線デバイスは固定型でも移動型でも良い、
そして、同様に、利用者装置（ＵＥ）、移動局、端末、加入者ユニット、或いは何か他の
用語、で呼ばれることもある。
【００１０】
　無線ネットワーク１１０は、符号分割多元接続（Code Division Multiple Access）（
ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続（Time Division Multiple Access）（ＴＤＭ
Ａ）ネットワーク、周波数分割多元接続（Frequency Division Multiple Access）（ＦＤ
ＭＡ）ネットワーク、直交周波数分割多元接続（Orthogonal Frequency Division Multip
le Access）（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、或いは何か他の多元接続ネットワーク、であ
ることが出来る。ＣＤＭＡネットワークは、広帯域ＣＤＭＡ（Wideband-CDMA）（Ｗ－Ｃ
ＤＭＡ）及びｃｄｍａ２０００のような、１又は複数のＣＤＭＡ無線接続技術（radio ac
cess technologies）（ＲＡＴｓ）を実行することが出来る。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ
－２０００標準、ＩＳ－８５６標準、及び、ＩＳ－９５標準を包含する。ＴＤＭＡネット
ワークは、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（Global s
ystem for Mobile communications）（ＧＳＭ）のような１又は複数のＴＤＭＡ　ＲＡＴ
を実行することが出来る。これ等の種々のＲＡＴ及び標準は、この分野において周知であ
る。Ｗ－ＣＤＭＡとＧＳＭは、“第３世代パートナーシップ・プロジェクト”（“3rd Ge
neration Partnership Project”）（３ＧＰＰ）と呼ばれるコンソーシアムからの文書に
説明されており、そしてユニバーサル移動電話システム（Universal Mobile Telecommuni
cation System）（ＵＭＴＳ）の一部である。ｃｄｍａ２０００は、“第３世代パートナ
ーシップ・プロジェクト２”（“3rd Generation Partnership Project 2”）（３ＧＰＰ
２）と呼ばれるコンソーシアムからの文書に説明されている。３ＧＰＰと３ＧＰＰ２の文
書は公に入手可能である。簡明のために、ある種の態様が、ＵＭＴＳに対して下記に具体
的に説明される。無線デバイス１２０は、下記の説明ではＵＥ１２０（３ＧＰＰの用語）
と呼ばれる。
【００１１】
　ネットワーク１００では、位置探査サービス（location service）（ＬＣＳ）クライア
ント１３０は、ＬＣＳのターゲットに対して所在地情報を要求する機能或いは構成要素で
ある。ＬＣＳのターゲットは、その位置が探査されているＵＥである。一般には、ＬＣＳ
クライアントはネットワーク構成要素あるいはＵＥの中に存在できる。ＬＣＳマネジャー
１４０は、無線ネットワーク１１０、ＬＣＳクライアント１３０、位置決定サーバ１５０
、及びプッシュ・プロキシ・ゲートウェイ（Push Proxy Gateway）（ＰＰＧ）１６０と通
信する。ＬＣＳマネジャー１４０は、例えば加入者個人情報、認定、認証、請求書作成、
等々のような様々なサービスを提供する。位置決定サーバ１５０は、位置決定サービスを
提供し、そして、ＵＥベースの測位モード及びＵＥに支援される測位モードをサポートす
る。ＵＥベースの測位モードでは、ＵＥの位置は、恐らく位置決定サーバ１５０からの支
援データを用いて、該ＵＥによって決定される。ＵＥに支援される測位モードでは、ＵＥ
の位置は、ＵＥからの支援（例えば、測定値）を用いて、位置決定サーバ１５０によって
決定される。ＰＰＧ１６０は、ネットワークを介してコンテントをプッシュするための標
準アプリケーション・プログラミング・インターフェース（Application Programming In
terface）（ＡＰＩ）を創り、そして様々な無線インターフェースに対する適応を実行す
るネットワーク構成要素である。
【００１２】
　簡単のため、図１は位置決定に関して直接関係するネットワーク構成要素を主体に示す
。これ等のネットワーク構成要素は、他の名称で呼ばれることも出来る。例えば、ＬＣＳ
マネジャー１４０は、ＬＣＳサーバ、ロケーション・サーバ、移動位置決定センタ（mobi
le positioning center）（ＭＰＣ）、ゲートウェイ移動位置探索センタ（gateway mobil
e location center）（ＧＭＬＣ）等々と呼ばれることも出来る。位置決定サーバ１５０
は、位置決定構成要素（position determination entity）（ＰＤＥ）、取り扱い移動位
置探索センタ（serving mobile location center）（ＳＭＬＣ）等々と呼ばれることも出
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来る。一般に、ネットワークは、任意の範囲のサービスを提供することが出来るネットワ
ーク構成要素の任意の集合を含むことが出来る。
【００１３】
　図１は、ネットワーク１００の具体例のアーキテクチャを示す。このアーキテクチャで
は、ＵＥ１２０と位置決定サーバ１５０は、これ等２つの構成要素に対するプロキシとし
て働くＬＣＳマネジャー１４０を介してメッセージを交換する。位置決定サーバ１５０は
、１つのインターフェース（例えば、ＬＩｐインターフェース）を使用してＬＣＳマネジ
ャー１４０と通信することが出来、そして、別のインターフェース（例えば、Ｌｕｐイン
ターフェース）を使用してＬＣＳマネジャー１４０を介しＵＥ１２０と通信することが出
来る。様々な複数のネットワーク構成要素の間の別のインターフェースを有する他のアー
キテクチャも、同様にネットワーク１００に対して使用されることが出来る。
【００１４】
　ネットワーク１００は、位置決定を支援するためにユーザ面または制御面を利用するこ
とが出来る。ユーザ面は、より上位層のアプリケーションに対するデータを搬送するため
の機構であってユーザ面ベアラを採用する。該ユーザ面ベアラは、一般的には、例えば利
用者ダイアグラム・プロトコル（User Diagram Protocol）（ＵＤＰ）、伝送制御プロト
コル（Transmission Control Protocol）（ＴＣＰ）、及びインターネット・プロトコル
（Internet Protocol）（ＩＰ）、これ等はこの分野において全て周知である、の様な種
々のプロトコルを用いて実行される。制御面（これは通常信号面とも呼ばれる）は、より
上位層のアプリケーションに対するデータを搬送する別の機構であり、そしてネットワー
クに固有のプロトコルとシグナリング・メッセージを用いて実行されることが出来る。
【００１５】
　ＵＥ１２０は、しかも全地球測位システム（Global Positioning System）（ＧＰＳ）
における衛星１７０のような、種々の衛星から信号を受信することが出来る。ＧＰＳは、
十分な間隔を置いた軌道の中で地球を周回する２４個の活動する衛星と幾つかの予備衛星
のコンステレーションである。ＵＥ１２０は、ＧＰＳ衛星からの信号を測定し、そしてこ
れ等の衛星に対する擬似距離測定値を得ることが出来る。これ等の測定値は、該ＵＥに対
する精確な位置推定値を計算するために使用されることが出来る。
【００１６】
　ＵＥ１２０の位置は、（１）該ＵＥで走っているアプリケーション（applications）（
ＡＰＰｓ）によって要求されることが出来て、それはＵＥにより開始される位置決定に帰
着する、及び（２）ＬＣＳクライアント１３０で走っているアプリケーションによって要
求されることが出来て、それはネットワークにより開始される位置決定に帰着する。一般
には、ネットワークにより開始される位置決定およびＵＥにより開始される位置決定は、
様々な構成要素、アプリケーション及びイベントによってトリガーされることが出来る。
明確を期するために、ネットワークにより開始される位置決定およびＵＥにより開始され
る位置決定に対する幾つかの具体例のコール・フローが下記に説明される。
【００１７】
　図２は、ユーザ面を有するネットワーク１００においてネットワークにより開始される
位置決定のための具体例のコール・フロー２００を示す。コール・フロー２００に関して
は、ＵＥ１２０はその位置が探査されるターゲットＵＥである。位置決定サーバ１５０は
、ターゲットＵＥ１２０に関連付けられる地理的領域を取り扱う。
【００１８】
　ＵＥ１２０における無線利用者は、無線アプリケーション・プロトコル（Wireless App
lication Protocol）（ＷＡＰ）アプリケーション（或いは何か他のブラウザ・アプリケ
ーション）を実行し、ウェブサイトを閲覧し、そして、無線ネットワーク１１０を介して
ＷＡＰハイパー・テキスト転送プロトコル（Hyper Text Transfer Protocol）（ＨＴＴＰ
）要求をＬＣＳクライアント１３０に送ることによって所在地に敏感なコンテントを要求
する（ステップＡ）。ステップＡは、ネットワークにより開始される位置決定に対して存
在することも存在しないこともあり得る。一般には、位置決定は、様々な構成要素によっ



(9) JP 4653180 B2 2011.3.16

10

20

30

40

50

て及び／又は様々なイベントに応答して、ネットワーク側で開始されることが出来る。
【００１９】
　ＬＣＳクライアント１３０は、ＷＡＰ　ＨＴＴＰ要求を受信し、そして適切なコンテン
トを提供するためにＵＥの位置が必要とされることを決定する。ＬＣＳクライアント１３
０は、次に、ＵＥ１２０に対する位置決定を要求するために、モバイル位置探査プロトコ
ル（Mobile Location Protocol）（ＭＬＰ）位置探査即時要求（Location Immediate Req
uest）（ＳＬＩＲ）メッセージをＬＣＳマネジャー１４０に送る（ステップＢ）。ＭＬＰ
は、ＬＣＳクライアント１３０とＬＣＳマネジャー１４０との間の通信のために使用され
ることが出来る１つの信号プロトコルであり、このインターフェースのために他の信号プ
ロトコルが使用されることも出来る。ＭＬＰ　ＳＬＩＲメッセージは、例えば、ＵＥ１２
０のための識別子（msid）、ＬＣＳクライアント１３０のための識別子（lcs-client-id
）、サービスの位置探査品質（qos）等々を含むことが出来る。該ｑｏｓは、ターゲット
ＵＥのための位置決定に対する要求精度を指示する。
【００２０】
　ＬＣＳマネジャー１４０はＭＬＰ　ＳＬＩＲメッセージを受信し、識別子（lcs-client
-id）に基づいてＬＣＳクライアント１３０を認証し、そして、要求されたサービスに対
してＬＣＳクライアント１３０が認証されているかどうかを決定する（同様にステップＢ
）。ＬＣＳマネジャー１４０は、該ＵＥに対して位置決定が許可されているかどうかを決
定するために、加入者個人情報の照合を実施する（同様にステップＢ）。この照合は、（
１）受信されたＭＬＰ　ＳＬＩＲメッセージに含まれる、識別子（lcs-client-id）、識
別子（msid）、サービスの位置探査品質（qos）等々に基づいて、及び（２）一般的には
ＵＥにおける無線利用者である、加入者のためのプロファイル又はサブスクリプションに
基づいて、実行されることが出来る。もし加入者個人情報照合にパスするならば、その時
は、下記に説明されるように、コール・フロー２００の残りのステップが続く。その他の
場合、もし加入者個人情報照合に失敗するならば、その時は、ＬＣＳマネジャー１４０は
、要求されたサービスに対してＬＣＳクライアント１３０を認証せず、コール・フロー２
００は早々に終了してステップＭに飛び、そして、ＬＣＳマネジャー１４０は該当するＭ
ＬＰリターン・コードに戻る。
【００２１】
　もしステップＢにおいて全ての該当する照合がパスするならば、その時は、ＬＣＳマネ
ジャー１４０は、ＬＣＳＩＮＩＴメッセージを該ＵＥに送ることによって、ＵＥ１２０に
関する位置探査処理を開始する（ステップＣ）。ＬＣＳＩＮＩＴメッセージは、例えば、
セッション識別子（sessionid）、通知、測位モード（posmode）、ＬＣＳマネジャー１４
０に対するアドレス（lcs manager address）等々を含むことが出来る。該セッション識
別子（sessionid）は，位置探査要求に関するネットワークとＵＥとの間の通信を明白に
識別するために使用される。該通知は、（１）無線利用者に該位置探査要求を知らせる通
知、及び（２）該位置探査要求に関する無線利用者からの同意を得るための検証、を実行
するかどうかを指示する。該通知パラメータは、一般的には通知のためのある直接関係す
るテキストを含む。測位モードは、例えばＵＥベースの測位モード或いはＵＥに支援され
る測位モードのような、何れのモードを位置決定のために使用するのかを指示する。ＬＣ
ＳＩＮＩＴメッセージは、位置決定に関する特別な動作を実行することをＵＥに指示する
プレセッション命令をオプションで含むことが出来る。例えば、プレセッション命令は、
ＵＥが（１）ＵＥに記憶されている所在地関連データの全て或いは一部を消去すること、
（２）もし利用可能であれば、ＵＥに対する位置推定値をＬＣＳマネジャーに返送するこ
と、（３）ＵＥに対する新しい位置推定値を計算するに際し位置オフセット及び／又は時
間オフセットを適用すること、等々を指示することが出来る。ＬＣＳＩＮＩＴメッセージ
は、位置探査処理を開始するためにＷＡＰ　ＰＵＳＨトリガーとして実行されることが出
来る。該位置探査処理は、適切な信号交換およびターゲットＵＥに関する所在地情報を得
るための処理を含む。ＬＣＳマネジャー１４０は、ＬＣＳＩＮＩＴメッセージを送ると同
時にタイマＬＴ１を始動する（同様にステップＣ）。タイマＬＴ１は、応答が該タイマの
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終了前にＵＥ１２０から受信されない場合、位置探査処理を時間切れにするために使用さ
れる。
【００２２】
　ＵＥ１２０は、ＬＣＳマネジャー１４０からＬＣＳＩＮＩＴメッセージを受信する。も
し該ＬＣＳＩＮＩＴメッセージにおいてプレセッション命令が受信されるならば、その場
合、ＵＥ１２０は、例えばＬＣＳＩＮＩＴメッセージを受信すると或いはその後で、命令
によって指示される動作を実行する。もし、ＬＣＳＩＮＩＴメッセージ中の通知パラメー
タによって指示されるように、通知または検証が要求されるならば、その場合、ＵＥ１２
０は、該ＵＥに対して所在地情報を要求する構成要素を無線利用者に通知するためにポッ
プアップ・テキスト又はある他の表示を与える。もし検証が要求されるならば、その場合
該無線利用者は、該位置探査要求を承諾するか拒否するか何れかを尋ねられる。
【００２３】
　もし該無線利用者が位置探査要求を承諾するならば、その時は、ＵＥ１２０は、例えば
現在のセル情報（cellinfo）及びＵＥ能力（ＵＥcap）の様な、位置決定に直接関係する
様々な型の情報を検索することによって位置探査処理のための準備をする。セル情報は、
ＵＥに対する適切な支援データを提供するために使用されることができる。ＵＥ能力は、
ＵＥに対する位置決定を実行するために何れの測位モードを使用するべきかを決定するた
めに利用されることが出来る。ＵＥ１２０は、次にＬＣＳマネジャー１４０に、該ＬＣＳ
マネジャーとの位置探査セッションを開始するために、位置探査開始要求（Start Locati
on Request）（ＳＬＲＥＱ）メッセージを送る（ステップＤ）。このＳＬＲＥＱメッセー
ジは、例えば、セッション識別子（sessionid）、セル情報、選択された測位モード、Ｕ
Ｅ能力、等々を含むことが出来る。ＳＬＲＥＱメッセージは、オプションで、例えば、も
しこの位置推定値が利用可能であり且つ（もしあれば）ネットワーク及び／又はＵＥによ
って課される全ての評価基準を満たすならば、ＵＥ１２０に対する位置推定値を含む。Ｕ
Ｅ１２０は、例えば、ネットワークまたはＵＥによって開始されることが出来た以前の位
置探査要求に対する位置決定を実行することによって、この位置推定値を獲得することが
出来る。ＵＥ１２０は、ＳＬＲＥＱメッセージを送るとタイマＵＴ１を始動する（同様に
ステップＤ）。このタイマは、もし応答が該タイマの終了前にＬＣＳマネジャー１４０か
ら受信されない場合、位置探査処理を時間切れにするために使用される。
【００２４】
　もし無線利用者が位置探査要求を拒否するならば、その時は、ＵＥ１２０は位置探査開
始拒絶（Start Location Reject）（ＳＬＲＥＪ）メッセージをＬＣＳマネジャー１４０
に送る（図２Ａには示されない）。ＳＬＲＥＪメッセージは、この位置探査要求に関する
ＵＥ１２０とＬＣＳマネジャー１４０との通信を終了させる。下記の説明は、ＵＥがＳＬ
ＲＥＱメッセージを送ることを仮定する。
【００２５】
　ＬＣＳマネジャー１４０は、ＵＥ１２０からＳＬＲＥＱメッセージを受信する、そして
このメッセージの受信と同時にＬＴ１タイマを止める（同様にステップＤ）。ＬＣＳマネ
ジャー１４０は、受信されたＳＬＲＥＱメッセージに含まれるパラメータを抽出する。も
しＵＥ１２０に対する位置推定値が該ＳＬＲＥＱメッセージに含まれており、そしてＬＣ
Ｓマネジャー１４０がこの位置推定値を使用することを決定するならば、その時は、コー
ル・フロー２００は、ステップＧを実行しそして次にステップＭに進む。その他の場合、
ＬＣＳマネジャー１４０は、位置決定要求（Position Request）（ＰＲＥＱ）メッセージ
を位置決定サーバ１５０に送ることによって、ＵＥ１２０に対する位置探査処理を開始す
る（ステップＥ）。このＰＲＥＱメッセージは、例えば、セッション識別子（sessionid
）、測位モード（posmode）、セル情報（cellinfo）等々を含むことが出来る。ＬＣＳマ
ネジャー１４０は、該ＰＲＥＱメッセージを送ると同時にタイマＬＴ２を始動する（同様
にステップＥ）。ＬＴ２タイマは、もし応答が該タイマの終了の前に位置決定サーバから
受信されないならば、位置決定サーバ１５０との通信を時間切れにするために使用される
。
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【００２６】
　位置決定サーバ１５０は、ＬＣＳマネジャー１４０からＰＲＥＱメッセージを受信し、
そして位置応答（Position Response）（ＰＲＥＳＰ）メッセージを返送する（ステップ
Ｆ）。ＰＲＥＳＰメッセージは、例えば、セッション識別子（sessionid）を含むことが
出来る。ＰＲＥＳＰメッセージは、位置決定サーバ１５０がセッション識別子（sessioni
d）によって識別される位置探査要求を処理する準備が出来ていることをＬＣＳマネジャ
ー１４０に確認する。位置決定サーバ１５０は、ＰＲＥＳＰメッセージを送ると同時にタ
イマＰＴ１を始動する（同様にステップＦ）。ＰＴ１タイマは、もしメッセージが該タイ
マの終了前にターゲットＵＥ１２０から受信されないならば、このセッション識別子（se
ssionid）に対する位置決定を時間切れにするために使用される。
【００２７】
　ＬＣＳマネジャー１４０は、位置決定サーバ１５０からＰＲＥＳＰメッセージを受信し
、そしてＬＴ２タイマを止める（同様にステップＦ）。ＬＣＳマネジャー１４０は、次に
、位置決定手順を開始するために、位置探査開始応答（Start Location Response）（Ｓ
ＬＲＥＳＰ）メッセージをＵＥ１２０に送る（ステップＧ）。位置決定手順は、適切な信
号交換およびターゲットＵＥに対する位置推定値を得るために直接関係する処理を含む。
ＳＬＲＥＳＰメッセージは、例えば、セッション識別子（sessionid）、及び、恐らく他
の情報（例えば、ＵＥ１２０が位置決定に関連するある種の動作を実行することを指示す
るプレセッション命令、もしこの命令がステップＣで送られなかった場合）を含むことが
出来る。ＳＬＲＥＳＰメッセージは、位置決定サーバ１５０が該ＵＥのための位置決定を
実行する準備が出来ていることを、ＵＥ１２０に報告する。ＬＣＳマネジャー１４０は、
ＳＬＲＥＳＰメッセージを送ると同時にタイマＬＴ３を始動する（同様にステップＧ）。
ＬＴ３タイマは、もし返答がこのタイマの終了前に位置決定サーバから受信されないなら
ば、位置決定サーバ１５０との通信を時間切れにするために使用される。
【００２８】
　ＵＥ１２０は、ＬＣＳマネジャー１４０からＳＬＲＥＳＰメッセージを受信し、そして
ＵＴ１タイマを止める（同様にステップＧ）。ＵＥ１２０は、次に、位置決定開始（Posi
tion Determination Initiation）（ＰＤＩＮＩＴ）メッセージをＬＣＳマネジャー１４
０に送ることによって、位置決定手順を開始する。ＬＣＳマネジャー１４０は、該メッセ
ージを位置決定サーバ１５０に転送する（ステップＨ）。このＰＤＩＮＩＴメッセージは
、例えば、セッション識別子（sessionid）、セル情報（cellinfo）（例えば、ＵＥ１２
０がその中に位置するセルの識別子）、支援データ（ａｄ）に対する要求、ＵＥに対する
粗い位置推定値、等々、を含むことが出来る。ＵＥ１２０は、ＰＤＩＮＩＴメッセージを
送ると同時にタイマＵＴ２を始動する（同様にステップＨ）。ＵＴ２タイマは、もし返答
がこのタイマの終了前に位置決定サーバから受信されないならば、位置決定サーバ１５０
との通信を時間切れにするために使用される。
【００２９】
　位置決定サーバ１５０は、ＵＥ１２０からＰＤＩＮＩＴメッセージを受信し、そしてＰ
Ｔ１タイマを止める（同様にステップＨ）。位置決定サーバ１５０は、次に、位置決定メ
ッセージ通信（Position Determination Messaging）（ＰＤＭＥＳＳ）メッセージを送る
ことによって、精密位置決定手順を開始する（ステップＩ）。ＰＤＭＥＳＳは、無線リソ
ースＬＣＳプロトコル（Radio Resource LCS Protocol）（ＲＲＬＰ）測位要求（Measure
 Position Request）メッセージを含む。ＲＲＬＰは、ＧＰＳ衛星に関する測定を用いて
位置決定を実行するために利用可能な、複数のアシスト全地球測位システム（assisted G
lobal Positioning System）（Ａ－ＧＰＳ）プロトコルの１つである。ＲＲＬＰ測位要求
メッセージは、例えば、位置決定に対する要求、支援データ、及び、恐らく他の情報、例
えば位置決定に関連するある種の動作を実行することをＵＥ１２０に指示するプレセッシ
ョン命令、を含むことが出来る。
【００３０】
　ＵＥ１２０は、位置決定サーバ１５０からＰＤＭＥＳＳメッセージを受信し、そしてＵ
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Ｔ２タイマを止める（同様にステップＩ）。もし、ネットワークから受信されたプレセッ
ション命令によって指示される様に、ＵＥ１２０がＵＥに記憶されたＧＰＳ支援データを
消去完了しているならば、その時は、ＵＥ１２０は、ネットワークから新しい支援データ
を要求することが出来る、或いは、新しい支援データをＧＰＳ衛星から直接得ることが出
来る。例えば、ＵＥ１２０は、支援データの要求及びエラー・コードを含んでいるＲＲＬ
Ｐ測位応答メッセージを位置決定サーバ１５０に送ることが出来る（図２には示されない
）。位置決定サーバ１５０は、次にＵＥ１２０によって要求された支援データを含む別の
ＲＲＬＰ測位応答メッセージを送ることが出来る（同様に図２には示されない）。
【００３１】
　（もしあれば）直接関係する支援データの全てを得た後に、ＵＥ１２０は、選択された
測位モードに適した測定を実行する。例えば、ＵＥ１２０は、（１）Ａ－ＧＰＳ位置決定
のためのＧＰＳ衛星に対する擬似距離測定値及び／又は時間測定値、（２）地上波での位
置決定のための基地局に対する擬似距離測定値及び／又は時間測定値、（３）混合位置決
定のための衛星および基地局双方に対する測定値、（４）セルＩＤに基づいた位置決定の
ためのセル識別子、等々を得ることが出来る。ＧＰＳ衛星に対する測定は、ネットワーク
またはＧＰＳ衛星から丁度ダウンロードされることが出来たＵＥ１２０で利用可能な支援
データを用いて行われる。ＵＥベースの測位モードに対しては、ＵＥ１２０は更に該測定
値に基づいて位置推定値を計算する。ＵＥ１２０は、次にＲＲＬＰ測位応答メッセージを
含むＰＤＭＥＳＳメッセージをＬＣＳマネジャー１４０に送り、ＬＣＳマネジャー１４０
は該メッセージを位置決定サーバ１５０に転送する（ステップＪ）。ＲＲＬＰ測位応答メ
ッセージは、ＵＥによって行われた測定値、ＵＥによって計算された位置推定値、及び／
又は、更なる支援データの要求、を含むことが出来る。ＵＥに支援される測位モードに対
しては、ＵＥ１２０は、ＰＤＭＥＳＳメッセージを送ると同時にタイマＵＴ３を始動する
（同様にステップＪ）。ＵＴ３タイマは、もし返答がこのタイマの終了前に位置決定サー
バから受信されないならば、位置決定サーバ１５０との通信を時間切れにするために使用
される。
【００３２】
　位置決定サーバ１５０は、ＵＥ１２０からＰＤＭＥＳＳメッセージを受信する（同様に
ステップＪ）。ＵＥベースの測位モードに対しては、位置決定サーバ１５０は、受信され
たＲＲＬＰ測位応答メッセージに含まれる位置推定値を利用する。ＵＥに支援される測位
モードに対しては、位置決定サーバ１５０は、ＵＥ１２０に位置決定報告（Position Det
ermination Report）（ＰＤＲＰＴ）メッセージを送る（ステップＫ）。位置決定サーバ
１５０は、ＵＥベースの測位モードに対してはＵＥ１２０にＰＤＲＰＴメッセージを送ら
ない。位置決定サーバ１５０は、同様に、位置報告（Position Report）（ＰＲＰＴ）メ
ッセージをＬＣＳマネジャー１４０に送る（ステップＬ）。このＰＲＰＴメッセージは、
例えば、セッション識別子（sessionid）、ＵＥ１２０に関する所在地情報、エラー・コ
ード／原因（適用可能な場合）、等々を含むことが出来る。
【００３３】
　ＬＣＳマネジャー１４０は、位置決定サーバ１５０からＰＲＰＴメッセージを受信し、
そしてＬＴ３タイマを止める（同様にステップＬ）。ＬＣＳマネジャー１４０は、受信さ
れたＰＲＰＴメッセージからＵＥ１２０に関する所在地情報を抽出し、そしてＭＬＰ所在
地即時受領通知（Location Immediate Acknowledgement）（ＳＬＩＡ）メッセージをＬＣ
Ｓクライアント１３０に送る（ステップＭ）。このＭＬＰ　ＳＬＩＡメッセージは、ＵＥ
１２０に対して要求される位置推定値（posresult）及び恐らくは他の直接関係する情報
を含む。ＬＣＳクライアント１３０は、ＭＬＰ　ＳＬＩＡメッセージを受信し、そして該
無線利用者によって要求されている所在地に敏感なコンテントを検索するためにＵＥ１２
０に関する該位置推定値を使用する。ＬＣＳクライアント１３０は、次にこの所在地に敏
感なコンテントを含むＷＡＰ　ＨＴＴＰ応答メッセージをＵＥ１２０に送る（ステップＮ
）。ステップＡとステップＮは、（例えば、所在地に敏感なコンテントをダウンロードす
るための）ＷＡＰ通話に対して存在し、そしてネットワークにより開始される位置決定の
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他の場合に対しては存在しないことがある。
【００３４】
　ＵＥ１２０は、様々な型の所在地関連データを記憶することが出来る。所在地関連デー
タは、例えば、ＧＰＳ支援データ、ＵＥに関する位置推定値、セルＩＤデータベース、等
々を含むことが出来る。表１は、幾つかの型の所在地関連データ及びそれらの短い説明を
列挙する。
【表１】

【００３５】
　ＧＰＳ支援データは、ＧＰＳ衛星に対する探査の範囲を狭めるために使用される、そし
て例えば、アルマナック、エフェメリス、時間情報、電離層情報、ＵＴＣ、等々を含むこ
とが出来る。それぞれのＧＰＳ衛星は、コンステレーションにおける全ての動作中のＧＰ
Ｓ衛星の大まかな位置を計算するために使用されることが出来るアルマナックを発信する
。それぞれのＧＰＳ衛星は、しかもコンステレーションにおける自身の精確な位置を計算
するために使用されることが出来るエフェメリスも発信する。それぞれのＧＰＳ衛星のタ
イミング、それは多くの場合ＧＰＳ時間と呼ばれる、は、該衛星によって発信される信号
から得られることが出来る。それぞれのＧＰＳ衛星は、しかもそのＵＴＣ時間オフセット
および電離層情報も発信する。
【００３６】
　ＵＥ１２０は、観測可能な衛星に対する探査範囲を狭めることが出来る支援データを用
いてＧＰＳ衛星に関する測定を更に迅速に行うことが出来る。ＵＥ１２０は、ネットワー
クから該支援データを得ることが出来る、及び／又は、該データを衛星から直接ダウンロ
ードすることが出来る。ＵＥ１２０は、一般的には該支援データが古くなるまでそれを記
憶する、そして古くなった時点で、ＵＥはネットワークから新しい支援データを要求する
ことが出来る、或いは、このデータを衛星からダウンロードすることが出来る。
【００３７】
　ＵＥ１２０は、位置探査要求がネットワークから受信される時に、自身の位置推定値を
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既に所有していることがある。この位置推定値は、先行の位置探査要求に対して位置決定
を実行することによって得られている。この位置推定値は、例えば、ＵＥの推定された位
置に対する緯度、経度、高度（３次元位置推定値に対して）、位置推定値の不確定さ、及
び位置推定値が該不確定さの範囲内にあることへの信頼性を含むことが出来る。
【００３８】
　ＵＥ１２０は、異なるセルにおいてＵＥに対して過去に計算された位置推定値を含む、
セルＩＤデータベースを同様に記憶することも出来る。セルＩＤデータベースは、位置決
定がＵＥに対して実行される時は常に更新されることが出来る。セルＩＤデータベースは
、（例えば、ＵＥが最初に電源を入れられた時）ＵＥに対する初期位置推定値を得るため
に使用されることが出来る、或いは、衛星の探査範囲を限定するために使用されることが
出来る。
【００３９】
　あるシナリオでは、ＵＥ１２０のところに記憶されている所在地関連データの全て又は
一部を消去することが望ましい。例えば、ＵＥの性能試験を実行するためには、該ＵＥに
ある所在地関連データの全て又は一定部分を消去すること、そして該ＵＥに新しい所在地
関連データを獲得させること、が望ましい或いは必要なことがある。別の例として、例え
ば余りに遠い未来の時間の期間に対するアルマナックのような、悪いことが知られるある
一定の所在地関連データをＵＥに消去させるためには、ある回復機構が必要とされること
がある。
【００４０】
　ある実施形態では、ネットワークは、ＵＥのところに記憶されている所在地関連データ
の全て又は一部を消去することをＵＥ指示するためにプレセッション命令を送ることが出
来る。このプレセッション命令は、ＵＥを位置決定のための既知の状態に復帰させること
が出来る。例えば、プレセッション命令は、（１）支援データの全て又はあるものを消去
してＵＥにその支援データを更新させること、（２）ＵＥについての現在の位置推定値を
消去してＵＥに新しい位置推定値を計算させること、或いは、（３）例えば、ＵＥが新し
い都市に移動した場合、セルＩＤデータベースを消去してＵＥに対する古い位置履歴を除
去すること、をＵＥに指示することが出来る。
【００４１】
　別の実施形態では、ネットワークは、ＵＥに対する位置決定を実行する前に或いは実行
と連係して一定の動作を実行することをＵＥに指示するためにプレセッション命令を送る
ことが出来る。例えば、該プレセッション命令は、（１）ＧＰＳ衛星に対する擬似距離測
定を行うに際しＵＥのクロック推定値に時間オフセットを適用すること、（２）ＵＥに対
する位置推定値を計算するに際しＵＥに対する初期位置推定値に位置オフセットを適用す
ること、をＵＥに命令することが出来る。ネットワークは、ＵＥに対する位置決定を実行
する前に或いはその実行と連係して他の動作を実行することをＵＥに指示するために他の
プレセッション命令を同様に送ることも出来る。
【００４２】
　一般には、プレセッション命令は、様々なネットワーク構成要素（例えば、ネットワー
ク１００中のＬＣＳマネジャー１４０及び／又は位置決定サーバ１５０）によって、そし
て位置決定のためのコール・フローにおける様々な段階（例えば、図２のコール・フロー
２００におけるステップＣ、Ｇ、又はＩ）で、送られることが出来る。プレセッション命
令は、しかもネットワークによってＵＥに送られるメッセージの様々なフィールド中で送
られることも出来る。ある実施形態では、プレセッション命令は、セッション識別子（se
ssionid）において選択的に（或いはオプションとして）送られることが出来る。セッシ
ョン識別子（sessionid）は、例えば、サーバ－セッションＩＤ（Server-SessionID）フ
ィールド及びＵＥ－セッションＩＤ（UE-Session ID）フィールドの様な様々なフィール
ドから構成される。サーバ－セッションＩＤフィールドは、ネットワーク１００によって
割り当てられそして該ネットワーク中の全てのＬＣＳマネジャーと位置決定サーバの間で
固有であるセッションＩＤの部分を含む。ＵＥ－セッションＩＤフィールドは、ＵＥ１２
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０によって割り当てられるセッションＩＤの部分を含む。
【００４３】
　図２のネットワークにより開始されるコール・フロー２００に対して、ＬＣＳマネジャ
ー１４０は、セッション識別子（sessionid）のサーバ－セッションＩＤフィールドを割
り当てられた値に設定し、そしてＵＥ－セッションＩＤフィールドを選択された値に設定
する。ＬＣＳマネジャー１４０は、図２のコール・フロー２００のステップＣにおいて、
ＵＥ１２０に送られるＬＣＳＩＮＩＴメッセージ中のセッション識別子（sessionid）を
含む。ＵＥ１２０は、ＬＣＳＩＮＩＴメッセージを受信するとＵＥセッションＩＤにある
値を割り当てる。セッション識別子（sessionid）は、サーバ－セッションＩＤフィール
ドに対するネットワークにより割り当てられた値およびＵＥ－セッションＩＤフィールド
に対してＵＥにより割り当てられた値によって形成される。これに続く全てのメッセージ
は、このセッション識別子（sessionid）を含むはずである。
【００４４】
　ある実施形態では、ＬＣＳマネジャー１４０は、（もしあれば）ＵＥ１２０によって実
行されるべき所望の動作を指示するために、ＵＥ－セッションＩＤフィールドを複数の可
能な値の１つに設定する。表２は、具体的な実施形態に対する、様々な消去動作および対
応する命令を列挙する。ＵＥ－セッションＩＤフィールドに対する値００００００００ｂ
は、送られるプレセッション命令がない標準モードを示す。ＵＥ－セッションＩＤフィー
ルドに対する他の値のそれぞれは、ＵＥによって実行されるべき具体的な動作に対応する
異なるプレセッション命令に対するものである。
【表２】

【００４５】
　表２に示される実施形態に対しては、ＵＥ－セッションＩＤフィールドは、８ビットを
含み、そして標準モードに対しては全てゼロに設定される。ＵＥ－セッションＩＤフィー
ルドは、異なるプレセッション命令に対しては異なる値に設定される。それぞれのプレセ
ッション命令は、位置決定を実行することに先立つＵＥにある所在地関連のデータの全て
又は一部の消去（又は除去）に対応する。表２に示される実施形態に対しては、ＵＥ－セ
ッションＩＤフィールドの各ビットは、特定の型の所在地関連データに写像される。それ
ぞれの型の所在地関連データは、関連するビットを‘１’に設定することによって消去さ
れることが出来る。例えば、アルマナックとエフェメリスは、ＵＥ－セッションＩＤフィ
ールドを０００００１１０ｂに設定することによって消去されることが出来る。この符号
化方式は、ＵＥ－セッションＩＤフィールド中の各ビットを検査することによって（もし
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あれば）何れの型の所在地関連データを消去するかを、ＵＥが迅速に確認することを可能
にする。
【００４６】
　簡単のために、表２は所在地関連データを消去するためのプレセッション命令のみを示
す。他の動作（例えば、位置決定を実行するに際しオフセットを適用すること）のための
他のプレセッション命令も、同様に符号化されることが出来る。一般に、任意の符号化方
式が、ネットワークによってサポートされるプレセッション命令の任意の集合に対し使用
されることが出来る。
【００４７】
　上に説明されたように、ネットワークは、セッション識別子（sessionid）のＵＥ－セ
ッションＩＤフィールドにおいてプレセッション命令を送ることが出来る。一般には、ネ
ットワークは、任意のメッセージの任意の指定されたフィールドにおいてプレセッション
命令を送ることが出来る。
【００４８】
　図３は、ネットワーク１００においてＵＥにより開始される位置決定のための具体例の
コール・フロー３００を示す。ＷＡＰアプリケーションのために、ＵＥ１２０におけるＷ
ＡＰブラウザは、ＬＣＳクライアント１３０にある所在地に敏感なコンテントに接続しよ
うと試みる（ステップＡ）。ＬＣＳクライアント１３０は、次にＵＥ１２０にあるＷＡＰ
ブラウザにＬＣＳトリガーを送る（ステップＢ）。ＵＥ１２０に存在するアプリケーショ
ン（例えば、ウェブ・ブラウザ）は、ローカルＡＰＩを呼び出し、そしてＵＥに対する位
置決定を要求する（ステップＣ）。
【００４９】
　もしＵＥ１２０がネットワークとの情報交換なしに位置決定をローカルに計算すること
が出来るならば、その場合、コール・フロー３００はステップＭに進み、そしてＡＰＩコ
ールは直ちに戻される。その他の場合、もしＵＥ１２０が位置決定を計算するためにネッ
トワークの支援を必要とするならば、その時にはＵＥは、ＳＬＲＥＱメッセージを送るこ
とによってＬＣＳマネジャー１４０との位置探査セッションを開始する（ステップＤ）。
コール・フロー３００中のステップＤからステップＬまでは、一般にコール・フロー２０
０のステップＤからステップＬに対応する。ステップＧにおいて、ＬＣＳマネジャー１４
０は、ＳＬＲＥＳＰメッセージの中でプレセッション命令を送る。ステップＩにおいて、
位置決定サーバ１５０も、同様にＲＲＬＰ測位要求メッセージの中でプレセッション命令
を送る。もしプレセッション命令が受信されるならば、その時にはＵＥ１２０は、位置決
定を実行することに先立ち或いはその実行と連係して、受信された命令によって指示され
た動作を実行する。位置決定を実行した後、ＵＥ　ＡＰＩは、該アプリケーションに位置
推定値を返答する（ステップＭ）。ＷＡＰアプリケーションのために、ＵＥ１２０のとこ
ろのＷＡＰブラウザはコンテントを再要求し、そして該要求中に位置推定値を含める（ス
テップＮ）。ＷＡＰアプリケーションのために、ＬＣＳクライアント１３０は、要求され
たコンテントをダウンロードする（ステップＯ）。
【００５０】
　図４は、制御面（control plane）を有するＵＭＴＳ又はＧＳＭネットワークにおいて
ネットワークにより開始される位置決定のための別の具体例のコール・フロー４００を示
す。ＵＭＴＳ／ＧＳＭネットワークは、ネットワーク１００におけるＬＣＳクライアント
１３０に類似するＬＣＳクライアント４３０、ＬＣＳマネジャー１４０の機能を実行する
ＧＭＬＣ４４０、位置決定サーバ１５０の機能を実行するサービング無線ネットワーク制
御器（Serving Radio Network Controller）（ＳＲＮＣ）４５０、ＵＥ１２０に類似する
ターゲットＵＥ４２０、ホーム・ロケーション・レジスター（home location register）
（ＨＬＲ）これはＨＬＲによりカバーされる無線ネットワークに既に登録されたＵＥ（Ｕ
Ｅ４２０を含む）に関する登録情報を記憶する、及び交信範囲内のＵＥに対する交換機能
（例えば、回線交換メッセージ及びデータ通信のルーティング）を実行する第３世代在圏
移動通信交換局（third generation visitor mobile services switching centre）（３
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Ｇ－ＶＭＳＣ）４７０、を含む。
【００５１】
　コール・フロー４００に関して、ＬＣＳクライアント４３０は、ＧＭＬＣ４４０にター
ゲットＵＥ４２０の現在の位置を要求する。ＧＭＬＣ４４０は、ＬＣＳクライアント４３
０の識別番号を検証し、ＬＣＳクライアントを認証し、そして該ＬＣＳクライアントが要
求されたＬＣＳサービスに対して認可されているかどうかを決定する。もしＬＣＳクライ
アント４３０が認可されているならば、その時にはＧＭＬＣ４４０は、ターゲットＵＥ４
２０の識別子を抽出し、そしてＵＥ４２０の加入者サブスクリプション・データ或いはＬ
ＣＳクライアント４３０によって供給されるデータの何れかから、ＬＣＳのＱｏＳを決定
する。ＵＥ識別子は、ダイアル可能な番号であるモバイル加入者（Mobile Subscriber）
ＩＳＤＮ（ＭＳＩＳＤＮ）、或いは、ダイアル不可能な番号である国際モバイル加入者識
別番号（International Mobile Subscriber Identity）（ＩＭＳＩ）、である。ＧＭＬＣ
４４０は、次に、ＵＥ４２０の識別子を含むＬＣＳメッセージに対するモバイル・アプリ
ケーション・パート（Mobile Application Part）（ＭＡＰ）送信ルーティング情報（Sen
d Routing Info）をＨＬＲ４６０に送る（ステップ２）。
【００５２】
　ＨＬＲ４６０は、ＧＭＬＣ４４０がＵＥ４２０に対する所在地情報を要求することを認
可されることを検証する。ＨＬ４６０は、次に３Ｇ－ＶＭＳＣ４７０のアドレス及びＵＥ
４２０の識別子を含むＬＣＳ　Ａｃｋメッセージに対するＭＡＰ送信ルーティング情報を
ＧＭＬＣ４４０に返信する（ステップ３）。もしＧＭＬＣ４４０が既に３Ｇ－ＶＭＳＣア
ドレスとＵＥ識別子を共に（例えば、過去の位置探査要求から）知っているならば、その
場合ステップ２及び３は飛ばされることが出来る。
【００５３】
　ＧＭＬＣ４４０は、次にＨＬＲ４６０によって提供されるアドレスを用いてＭＡＰ加入
者所在地情報提供（MAP Provide Subscriber Location）メッセージを３Ｇ－ＶＭＳＣ４
７０に送る（ステップ４）。このメッセージは、所在地要求された情報の型（例えば、現
在位置）、ＵＥ識別子、ＬＣＳ　ＱｏＳ（例えば、要求される精度と応答時間）、ＬＣＳ
クライアント４３０が優先（override）能力を有するかどうかの表示、及び恐らくは他の
情報、を含む。
【００５４】
　３Ｇ－ＶＭＳＣ４７０は、ＧＭＬＣ４４０を認証することが出来て、そして、位置探査
要求が許可されていることを検証することが出来る（同様にステップ４）。もし位置探査
要求が許可されるならば、その時には、３Ｇ－ＶＭＳＣ４７０は、ＵＥ４２０のページン
グ、認証および暗号化を実行するために無線ネットワークを呼び出すことが出来る（ステ
ップ５）。ＵＥ４２０は、その能力、例えば、ＵＥによってサポートされるＵＥベースの
測位モード及び／又はＵＥに支援される測位モード、を提供できる（同様にステップ５）
。
【００５５】
　３Ｇ－ＶＭＳＣ４７０は、ＬＣＳ位置探査通知呼出（Location Notification Invoke）
メッセージをＵＥ４２０に送る（ステップ６）。このメッセージは、位置探査要求の型（
例えば、現在位置）、ＬＣＳクライアント４３０の識別番号、及び、個人情報検証が要求
されるかどうか、を指示する（ステップ６）。このメッセージは、しかも位置決定に関連
する特別な動作がＵＥによって実行されるべきかどうかを指示するプレセッション命令を
含むことも出来る。ＵＥ４２０は、位置探査要求を無線利用者に通知する。もし個人情報
検証が要求されるならば、その時には、ＵＥ４２０は無線利用者に位置探査要求に関して
尋ね、そして該利用者が承諾を与えるか拒絶するかを待つ。ＵＥ４２０は、次にＬＣＳ位
置探査通知返信結果（Location Notification Return Result）メッセージを３Ｇ－ＶＭ
ＳＣ４７０に送る（ステップ７）。このメッセージは、許可が承諾されたか拒絶されたか
どうかを示し、そして、オプションではＵＥ４２０に対する位置推定値を含む。もし許可
が承諾されるならば、その時には、ＵＥ４２０は（もしあれば）ネットワークから受信さ
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れたプレセッション命令によって指示される動作を実行する。
【００５６】
　３Ｇ－ＶＭＳＣ４７０は、無線接続ネットワーク・アプリケーション・パート（Radio 
Access Network Application Part）（ＲＡＮＡＰ）報告制御（Reporting Control）メッ
セージをＳＲＮＣ４５０に送る（ステップ８）。このメッセージは、要求される所在地情
報の型、ＵＥ能力、及び、ＬＣＳ　ＱｏＳを含む。ＳＲＮＣ４５０は、所在地要求、要求
される精度、及びＵＥ能力に基づいて使用する適切な測位モードを選択する。ＳＲＮＣ４
５０は、次に選択された測位モードに対する適切なメッセージ・シーケンスを開始する（
ステップ９）。例えば、該メッセージ・シーケンスは、Ａ－ＧＰＳ位置決定手順に関する
図２におけるステップＨからステップＫまでを含むことが出来る。該シーケンス中のメッ
セージは、位置決定に関する所望の動作を実行することをＵＥ４２０に指示するプレセッ
ション命令（例えば、ステップ６でそれが送られなかった場合）を含むことが出来る。Ｕ
Ｅ４２０は、要求される測定を実行し、そしてＵＥによって求められた測定値または該測
定値に基づいてＵＥによって計算された位置推定値の何れかを報告する。ＳＲＮＣ４５０
は、ＵＥ４２０からの報告を受信する、そしてＵＥに支援される測位モードに対しては、
受信された測定値に基づいてＵＥに対する位置推定値を計算する。ＳＲＮＣ４５０は、次
にＵＥ４２０に対する位置推定値を含むＲＡＮＡＰ所在地報告（Location Report）メッ
セージを３Ｇ－ＶＭＳＣ４７０に送る（ステップ１０）。３Ｇ－ＶＭＳＣ４７０は、次に
ＵＥに対する位置推定値および恐らくその他の直接関係する情報を含むＭＡＰ加入者所在
地提供受領通知（Provide Subscriber Location Ack）メッセージをＧＭＬＣ４４０に送
る（ステップ１１）。ＧＭＬＣ４４０は、次にＵＥ４２０に対する位置推定値を含むＬＣ
Ｓサービス応答（Service Response）メッセージをＬＣＳクライアント４３０に送る（ス
テップ１２）。
【００５７】
　コール・フロー４００は、文書３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．１７１及び３ＧＰＰ　ＴＳ　２
３．２７１に詳細に説明されており、両文書ともに公に入手可能である。
【００５８】
　明確を期するために、具体的なステップとメッセージを用いた具体的なコール・フロー
が、上述の図２から図４において説明されてきた。一般には、ネットワークにより開始さ
れる位置決定およびＵＥにより開始される位置決定のためのコール・フローは、任意の数
のステップを含むことが出来て、それ等は図２から図４において示されたステップとは異
なることがあり得る。更に、コール・フローは、任意のメッセージを使用することが出来
て、それ等は図２から図４において示されたメッセージとは異なることがあり得る。ネッ
トワークは、与えられたコール・フロー中の任意のメッセージ及び任意のステップでプレ
セッション命令を発することが出来る。
【００５９】
　図５は、図１のネットワーク１００における様々な構成要素のブロック図を示す。ＵＥ
１２０は、セルラ電話、利用者端末、無線モデムを備えたコンピュータ、スタンド・アロ
ーン位置決定ユニット、或いは何か他の装置であることが出来る。基地局１１２は、無線
ネットワーク１１０に対し無線通信を提供する。簡単を期するために、図５では唯１つの
ネットワーク構成要素１４２が示される。ネットワーク構成要素１４２は、図１に示され
る任意のネットワーク構成要素（例えば、ＬＣＳクライアント１３０、ＬＣＳマネジャー
１４０、位置決定サーバ１５０、或いはＰＰＧ１６０）であり得る。
【００６０】
　順方向リンク上において、基地局１１２はその交信範囲内のＵＥにデータ、信号、及び
、パイロットを送信する。これ等の様々な型のデータは、アンテナ５１８を介して伝送さ
れる順方向リンク変調信号を生成するために、変調器／送信機（modulator/transmitter
）（Ｍｏｄ／ＴＭＴＲ）５１６によって処理される（例えば、符号化され、変調され、フ
ィルタされ、増幅され、直交変調され、そしてアップコンバートされる）。ＵＥ１２０で
は、アンテナ５２２は、基地局１１２及び可能性として他の基地局からの順方向リンクの
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変調された信号を受信する、そして受信機入力信号を受信機／復調器（receiver/demodul
ator）（ＲＣＶＲ／Ｄｅｍｏｄ）５２４に与える。受信機入力信号は、基地局および恐ら
くは衛星に関する受信信号を含むことが出来る。ＲＣＶＲ／Ｄｅｍｏｄ５２４は、（複数
の）送信機によって実行された処理に相補的な方法で受信機入力信号を処理し、そして位
置決定のために使用されることが出来る様々な型の情報を提供する。例えば、ＲＣＶＲ／
Ｄｅｍｏｄ５２４は、受信信号の到着時刻（これは位置決定のために使用されることがで
きる）、上に説明されたコール・フローのために使用される復号されたメッセージ、衛星
からの支援データ、等々を提供することが出来る。プロセッサ５３０は、ＵＥ１２０のた
めの処理を実行する。記憶ユニット５３２は、プロセッサ５３０のためのプログラム・コ
ード及びデータを記憶する。
【００６１】
　逆方向リンク上において、ＵＥ１２０は、基地局１１２にデータ、信号、及び、パイロ
ットを送信する。これ等の様々な型のデータは、アンテナ５２２を介して伝送される逆方
向リンク変調信号を生成するために変調器／送信機（Ｍｏｄ／ＴＭＴＲ）５３４によって
処理される。基地局１１２では、アンテナ５１８は、ＵＥ１２０からの逆方向リンクの変
調された信号を受信する、そして受信機入力信号を受信機／復調器（ＲＣＶＲ／Ｄｅｍｏ
ｄ）５２０に供給する。ＲＣＶＲ／Ｄｅｍｏｄ５２０は、ＵＥによって実行された処理に
相補的な方法で受信機入力信号を処理し、そして様々な型の情報をプロセッサ５１０に提
供する。プロセッサ５１０は、基地局１１２のための処理を実行する。記憶ユニット５１
２は、プロセッサ５１０のためのプログラム・コード及びデータを記憶する。通信（Comm
unication）（Ｃｏｍｍ）ユニット５１４は、基地局１１２が他のネットワーク構成要素
とデータを交換することを可能にする。
【００６２】
　ネットワーク構成要素１４２の内部において、通信ユニット５４４は、ネットワーク構
成要素１４２が他のネットワーク構成要素と通信することを可能にする。プロセッサ５４
０は、ネットワーク構成要素１４２のための処理を実行する。記憶ユニット５４２は、プ
ロセッサ５４０のためのプログラム・コード及びデータを記憶する。データベース５４６
は、ネットワーク構成要素１４２のための直接関連情報（例えば、加入者情報、所在地情
報、ＧＰＳ支援データ、等々）を記憶する。
【００６３】
　本明細書中で説明される方法および装置は、様々な手段により与えられることが出来る
。例えば、該方法および装置は、ハードウェア、ソフトウェア、又はそれ等の組合せにお
いて与えられることが出来る。ハードウェア実装に関しては、上で説明された処理を実行
するために使用されるユニットは、１又は複数の特定用途向け集積回路（application sp
ecific integrated circuit）（ＡＳＩＣｓ）、ディジタル信号プロセッサ（digital sig
nal processors）（ＤＳＰｓ）、ディジタル信号処理デバイス（digital signal process
ing devices）（ＤＳＰＤｓ）、プログラマブル・ロジック・デバイス（programmable lo
gic devices）（ＰＬＤｓ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（field pro
grammable gate arrays）（ＦＰＧＡｓ）、プロセッサ、制御器、マイクロ制御器、マイ
クロプロセッサ、本明細書中で説明された機能を実行するために設計された他の電子ユニ
ット、又はそれ等の組合せ、の内部に実装されることが可能である。
【００６４】
　ソフトウェアの実行に関しては、本方法は、本明細書中で説明された諸機能を実行する
モジュール（例えば、処理手順、関数、等々）を用いて実行されることが出来る。ソフト
ウェア・コードは、メモリ・ユニット（例えば、図５におけるメモリ・ユニット５３２又
は５４２）の中に記憶されることができ、そして、プロセッサ（例えば、プロセッサ５３
０及び５４０）により実行されることが出来る。メモリ・ユニットは、プロセッサの内部
又はプロセッサの外部に実装されることが出来る
　開示された実施形態の前述の説明は、当業者の誰もが本発明を作ること又は利用するこ
とを可能にするために提供される。これ等の実施形態への様々な変更は、当業者には容易
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に明らかであり、そして本明細書中で明確にされた包括的な原理は、本発明の精神と範囲
を逸脱することなく他の実施形態に適用されることが可能である。かくして、本発明は、
本明細書中で示される実施形態に限定されることを意図されるのではなく、本明細書中に
開示された原理及び新規性と首尾一貫する最も広い範囲を認容されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】図１は、位置決定を実行することが出来るネットワークの図を示す。
【図２】図２は、ユーザ面を有するネットワークにおいてネットワークにより開始される
位置決定のためのコール・フローを示す。
【図３】図３は、ユーザ面を有するネットワークにおいてＵＥにより開始される位置決定
のためのコール・フローを示す。
【図４】図４は、制御面を有するネットワークにおいてネットワークにより開始される位
置決定のためのコール・フローを示す。
【図５】図５は、図１のネットワークにおける様々な構成要素のブロック図を示す。
【符号の説明】
【００６６】
　１００…ネットワーク、２００…ネットワークにより開始される位置決定のためのコー
ル・フロー、３００…ＵＥにより開始される位置決定のためのコール・フロー、４００…
制御面を持つＵＭＴＳ又はＧＳＭネットワークにおけるネットワークにより開始される位
置決定のためのコール・フロー、ＬＣＳ…位置探査サービス（location service）、ＰＰ
Ｇ…プッシュ・プロキシ・ゲートウェイ（Push Proxy Gateway）、Ａｐｐｓ…アプリケー
ション（applications）、ＵＥ…利用者装置（user equipment）、ＷＡＰ　ＨＴＴＰ…無
線アプリケーション・プロトコル・ハイパー・テキスト転送プロトコル（Wireless Appli
cation Protocol Hyper Text Transfer Protocol）、ＭＬＰ　ＳＬＩＲ…モバイル位置探
査プロトコル・位置探査即時要求（Mobile Location Protocol Location Immediate Requ
est）、ＳＬＲＥＱ…位置探査開始要求（Start Location Request）、ＰＲＥＱ…位置探
査要求（Position Request）、ＰＲＥＳＰ…位置応答（Position Response）、ＳＬＲＥ
ＳＰ…位置探査開始応答（Start Location Response）、ＰＤＩＮＩＴ…位置決定開始（P
osition Determination Initiation）、ＰＤＭＥＳＳ…位置決定メッセージング（Positi
on Determination Messaging）、ＲＲＬＰ…無線リソースＬＣＳプロトコル（Radio Reso
urce LCS Protocol）、ＰＤＲＰＴ…位置決定報告（Position Determination Report）、
ＰＲＰＴ…位置報告（Position Report）、ＡＰＩ…アプリケーション・プログラミング
・インターフェース（Application Programming Interface）、ＧＭＬＣ…位置情報ゲー
トウェイ（gateway mobile location center）、ＨＬＲ…ホーム・ロケーション・レジス
ター（home location register）、３Ｇ－ＶＭＳＣ…第３世代在圏移動通信交換局（thir
d generation visitor mobile services switching centre）、ＳＲＮＣ…サービング無
線ネットワーク制御器（Serving Radio Network Controller）、ＭＡＰ…モバイル・アプ
リケーション・パート（Mobile Application Part）、ＲＡＮＡＰ…無線接続ネットワー
ク・アプリケーション・パート（Radio Access Network Application Part）、ＬＴ…Ｌ
ＣＳマネジャーのタイマ、ＵＴ…ＵＥのタイマ、ＰＴ…位置決定サーバのタイマ。
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