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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既知の位置にあるＲＦデータ・リピータ・システムにおいて、
　第１ダイプレクス・アンテナと第２ダイプレクス・アンテナとの間に電気的に結合され
たＰＮシーケンス・ジェネレータと、
　前記第１ダイプレクス・アンテナ、前記ＰＮシーケンス・ジェネレータ、および前記第
２ダイプレクス・アンテナを通って送られるデータ信号と、
　前記ＲＦデータ・リピータ・システムを識別するためにＰＮシーケンスから生成された
非干渉性の直接シーケンス・スペクトル拡散信号で前記データ信号を変調することにより
前記データ信号にタグ付けする前記ＰＮシーケンス・ジェネレータと、
　から構成され、
　同じデータ信号をリピートする既知の位置にある複数のＲＦデータ・リピータ・システ
ムからのタグ付けされた信号は、到着時間の測定、および、タグ付けされた信号を生成し
た前記データ・リピータ・システムの既知の位置を使用して、モバイル・ユニットの位置
推定のために処理される、
　ことを特徴とするＲＦデータ・リピータ・システム。
【請求項２】
　前記第１ダイプレクス・アンテナと前記第２ダイプレクス・アンテナとの間に電気的に
結合されるとともに、前記ＰＮシーケンス・ジェネレータに電気的に結合された変調器か
らさらに構成され、前記変調器は、前記データ信号に対し位相または振幅変調を実行する
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ことを特徴とする請求項１記載のＲＦデータ・リピータ・システム。
【請求項３】
　既知の位置にあるＲＦデータ・リピータ・システムにおいて、
　第１ダイプレクス・アンテナと第２ダイプレクス・アンテナとの間に電気的に結合され
た第１ＰＮシーケンス・ジェネレータと、
　前記第２ダイプレクス・アンテナと前記第１ダイプレクス・アンテナとの間に電気的に
結合された第２ＰＮシーケンス・ジェネレータと、
　前記第１ダイプレクス・アンテナ、前記第１ＰＮシーケンス・ジェネレータ、および前
記第２ダイプレクス・アンテナを通って送られる上り回線データ信号であって、前記第１
ＰＮシーケンス・ジェネレータは、前記ＲＦデータ・リピータ・システムを識別するため
に第１ＰＮシーケンスから生成された第１の非干渉性の直接シーケンス・スペクトル拡散
信号で前記上り回線データ信号を変調することにより前記上り回線データ信号にタグ付け
する、上り回線データ信号と、
　前記第２ダイプレクス・アンテナ、前記第２ＰＮシーケンス・ジェネレータ、および前
記第１ダイプレクス・アンテナを通って送られる下り回線データ信号であって、前記第２
ＰＮシーケンス・ジェネレータは、前記ＲＦデータ・リピータ・システムを識別するため
に第２ＰＮシーケンスから生成された第２の非干渉性の直接シーケンス・スペクトル拡散
信号で前記下り回線データ信号を変調することにより前記下り回線データ信号にタグ付け
する、下り回線データ信号と、
　から構成され、
　同じデータ信号をリピートする既知の位置にある複数のＲＦデータ・リピータ・システ
ムからのタグ付けされた信号は、到着時間の測定、および、タグ付けされた信号を生成し
た前記データ・リピータ・システムの既知の位置を使用して、モバイル・ユニットの位置
推定のために処理される、
　ことを特徴とするＲＦデータ・リピータ・システム。
【請求項４】
　前記第１ダイプレクス・アンテナと前記第２ダイプレクス・アンテナとの間に電気的に
結合されるとともに、前記第１ＰＮシーケンス・ジェネレータに電気的に結合された第１
変調器であって、前記上り回線データ信号に対し位相変調を実行する第１変調器、および
、前記第２ダイプレクス・アンテナと前記第１ダイプレクス・アンテナとの間に電気的に
結合されるとともに、前記第２ＰＮシーケンス・ジェネレータに電気的に結合された第２
変調器であって、前記下り回線データ信号に対し位相変調を実行する、第２変調器をさら
に含むことを特徴とする請求項３記載のＲＦデータ・リピータ・システム。
【請求項５】
　データ信号の到着時間を基地局で判断するための位置測定装置を含む基地局であって、
前記データ信号は、モバイル・ユニットからデータ・リピータを経由して受信され、前記
データ・リピータは既知の位置にある、基地局と、
　非干渉性の直接シーケンス・スペクトル拡散信号で前記データ信号上に変調されたＰＮ
コードの形式で、前記データ信号から前記リピータを識別する信号タグを抽出するための
ＰＮコード相関器をさらに含む前記位置測定装置と、
　モバイル・ユニットの位置推定に、到着時間の測定および前記信号タグを生成した前記
データ・リピータの位置とともに、前記データ信号の他の到着時間の測定を処理するため
のモバイル位置センタであって、前記モバイル位置センタは、前記リピータの地理学的座
標を格納するデータ・ベースを含む、モバイル位置センタと、
　から構成されることを特徴とする位置判定システム。
【請求項６】
　前記位置推定は、緊急応答センタへ送られることを特徴とする請求項５記載の位置判定
システム。
【請求項７】
　既知の位置にある信号リピータによって生成された電気的にタグが付された信号を受信
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し、前記タグが付された信号に対する到着時間を決定する受信機であって、元の信号は送
信機から送られ、前記タグが付された信号は前記信号リピータを識別する非干渉性の直接
シーケンス・スペクトル拡散信号で前記元の信号を変調することによってタグ付けされる
、受信機と、
　前記受信機に結合され、前記タグの付された信号を復調し、かつそれからリピータのＩ
Ｄ信号を生成するとともに前記リピータのＩＤ信号を用いて前記信号リピータの既知の位
置を決める位置管理装置と、
　前記位置管理装置に結合され、ＴＯＡの受信機測定およびリピータＩＤとともに、前記
元の信号の他の到着時間の測定に基づいて前記送信機の位置を判断する位置センタと、
　から構成されることを特徴とする装置。
【請求項８】
　前記モバイル位置センタは、前記ＴＯＡの受信機測定およびデータ・ベース中の前記リ
ピータ・タグＩＤを参照することにより、前記ＴＯＡの受信機測定および前記リピータ・
タグＩＤに基づいて前記送信機の位置を判断し、前記データ・ベースは前記リピータ・タ
グＩＤに対応するリピータおよび複数の対応する基地局の地理学的座標を含むことを特徴
とする請求項７記載の装置。
【請求項９】
　モバイル・ユニットから信号を受信する段階と、
　前記受信信号の伝播時間遅延を測定する段階と、
　前記受信信号中のタグを検出し、タグを収容する各信号に対するリピータＩＤを生成す
る段階であって、前記タグは、前記信号を受信したリピータの位置を識別し、前記信号は
各信号リピータを識別する追加の信号で各信号を変調することによってタグ付けされる、
段階と、
　ＴＯＡの受信機測定および前記リピータの位置から前記モバイル・ユニットの位置を判
断する段階と、
　から構成されることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記信号は、ＰＮコードから生成された非干渉性の直接シーケンス・スペクトル拡散信
号で変調することによりタグ付けされ、前記タグを検出する段階は、ＰＮコード逆相関器
を用いてタグを検出する段階を含むことを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記タグは、前記識別されたリピータによって前記受信信号に与えられた位相または振
幅変調のシグネイチャを含むことを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１２】
　前記位置を判断する段階は、前記リピータＩＤをデータ・ベースに適用する段階を含み
、前記データ・ベースは、リピータの地理学的座標を含むことを特徴とする請求項９記載
の方法。
【請求項１３】
　ワイヤレス・モバイル通信ネットワークの基地局、および、前記ワイヤレス・モバイル
通信ネットワークのモバイル・ユニットの一方からの信号を、前記ワイヤレス・モバイル
通信ネットワークの信号リピータで受信する段階であって、前記信号リピータは既知の位
置にある、段階と、
　前記信号リピータを識別する電子シグネイチャで前記受信信号にタグ付けする段階であ
って、前記受信信号は、前記各信号リピータを識別する追加の信号で各信号を変調するこ
とによりタグ付けされる、段階と、
　前記タグ付けされた信号を前記信号リピータから前記基地局および前記モバイル・ユニ
ットの他方へ送信する段階と、
　前記モバイル・ユニットの位置推定に、前記信号リピータの既知の位置とともに、前記
モバイル・ユニットからのタグ付けされた信号および他の信号の到着時間の測定を処理す
ることにより前記モバイル・ユニットの位置を判断する段階と、
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　から構成されることを特徴とする通信方法。
【請求項１４】
　前記電子シグネイチャを前記信号リピータで生成する段階をさらに含むことを特徴とす
る請求項１３記載の通信方法。
【請求項１５】
　前記受信信号にタグ付けをする段階は、前記受信信号に付加的な変調を与える段階を含
み、前記電子シグネイチャは、前記付加的な変調を付すことを特徴とする請求項１３記載
の通信方法。
【請求項１６】
　前記付加的な変調は、位相または振幅変調を付すことを特徴とする請求項１５記載の通
信方法。
【請求項１７】
　前記付加的な変調は、直接シーケンス・スペクトラム拡散信号を付すことを特徴とする
請求項１５記載の通信方法。
【請求項１８】
　既知の位置にある信号リピータにおいて、
　ワイヤレス・モバイル通信ネットワークの基地局、および、前記ワイヤレス・モバイル
通信ネットワークのモバイル・ユニットの一方から、無線周波数信号を受信する受信機と
、
　前記受信信号を追加の信号で変調することにより前記信号リピータを識別する電子シグ
ネイチャで前記受信信号にタグ付けする信号プロセッサと、
　前記タグ付けされた信号を前記信号リピータから前記基地局および前記モバイル・ユニ
ットの他方へ送信する送信機と、から構成され、
　同じデータ信号をリピートする既知の位置にある複数の信号リピータからのタグ付けさ
れた信号は、到着時間の測定、および、タグ付けされた信号を生成した前記信号リピータ
の既知の位置を使用して、モバイル・ユニットの位置推定のために処理される、
　ことを特徴とする信号リピータ。
【請求項１９】
　前記信号プロセッサは、付加的な変調を前記受信信号に与え、前記電子シグネイチャは
、前記付加的な変調を付すことを特徴とする請求項１８記載の信号リピータ。
【請求項２０】
　前記付加的な変調は、位相または振幅変調、または直接シーケンス・スペクトラム拡散
信号を付すことを特徴とする請求項１９記載の通信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ＲＦデータ・リピータに関し、さらに詳しくは、ＲＦリピータを使用して、
リピートされた信号に加えられた電子シグネイチャで、信号対雑音および干渉比を増大さ
せ、位置測定エラーを除去することに関する。
【０００２】
【発明の背景】
　ワイヤレス・データ・サービスは、電子メール、インターネット、会社情報およびその
他のリモート・アクセスに使用される。データ・サービスへの新規および既存の加入者を
魅了するために、オペレータは、６４ｋｂｐｓ又はそれ以上の大きな予測データ速度を維
持することが必要である。例えば、ＧＰＲＳおよびＥＤＧＥのようなワイヤレス・データ
・サービスが配備されている場合において、ユーザは、セルの基地局サイトに近い位置か
らセルの周辺に向かって移動する時に、ユーザは感知するデータ速度が著しい割合で減少
することに気付くであろう。典型的には、カバレージが限定された配備において、ピーク
・データ速度が可能であるのは、セル・エリアの２０％以下であると判断される。
【０００３】
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　ワイヤレス・ネットワークは、現在拡張されつつあり、位置測定能力を提供する。これ
らの方法は、例えば、緊急９１１（Ｅ９１１）移動電話サービス用のモバイル・ユニット
に位置判定を伴うネットワークを提供する。位置測定装置（ＬＭＵ： Location Measurem
ent Unit）は、典型的には基地局で到着時間 （ＴＯＡ：Time of Arrival）信号処理手段
と共に挿入され、直線の無線伝播を仮定して、モバイル・ユニットからＬＭＵまでの距離
を判定する。
【０００４】
　ＲＦリピータは、カバレージ・エリアの周辺で、移動送信信号を増強するために用いら
れる。しかしながら、かかるリピータを通る無線経路は、直接経路でない可能性があるの
で、ＬＭＵによって測定される距離は、ＬＭＵから送信モバイル・ユニットまでの真の直
線距離と一致しない。これによって、リピートされた移動信号に対する重大な位置測定エ
ラーが生じる。
【０００５】
　誤ったＥ９９１ＬＭＵの距離計算問題を解決するための１つの一般的な方法は、ネット
ワークに基づくモバイル・ロケーション・センタに戻る距離測定情報を通信するための手
段と共に、各ＲＦリピータに隣接してＬＭＵを配置する方法である。この方法は、少なく
とも２つの点において有効であるとはいえない。第一に、全てのリピータ・サイトでＬＭ
Ｕが要求されるため、費用が嵩む上に、各リピータ・サイトが巨大化する点である。そし
て、第二に、距離情報を基地局へ送信するために、別々のデータ・リンク、または追加さ
れたデータ・ビットが必要とされる点である。
【０００６】
　それゆえ、セル・サイト内の選択されたエリア全域にわたって信号対雑音および干渉比
を増大し、特に、ワイヤレス・データ・システムが必要とする高速データ送信を可能にす
る能力を有するＲＦリピータが要求される。
【０００７】
　それゆえ、ユニークな（一意な）電子シグネイチャでリピータを通過する信号にタグ付
けすることによって、送信移動装置の真の位置を識別することができる能力を有するＲＦ
リピータが要求される。
【０００８】
【発明の概要】
　ある側面において、本発明は、方向ごとに受信および送信する２つのアンテナ機能から
構成されるデータ・リピータを提供する。下り回線あるいは順方向（基地局からモバイル
・ユニット）において、受信アンテナ機能は基地局送信信号を受信し、送信アンテナ機能
はモバイル・ユニットへ向けて下り回線信号を再送信する。上り回線あるいは反対方向（
モバイル・ユニットから基地局）において、受信アンテナ機能はモバイル・ユニット送信
信号を受信し、その送信機能は基地局へ向けて上り回線信号を再送信する。
【０００９】
　ある実施例において、１つのダイプレクス（異なった周波数で送信および受信が結合さ
れる）アンテナが所望の基地局の方向に向けられ、他のダイプレクス・アンテナが、増加
する移動データ・サービスの所望の位置に向けられる。それらのアンテナは、ＲＦ処理モ
ジュールに結合され、それが下り回線信号と上り回線信号とを分離し、特定の周波数帯を
濾波し、低雑音増幅回路および送信電力増幅回路、および上り回線信号にタグ付けするた
めの回路を提供する。
【００１０】
　本実施例において、データ・リピータは、予め決定された上り回線の周波数帯に同調さ
れたダイプレクス・アンテナで構成される。一旦受信アンテナにより受信された上り回線
信号は、ダイプレクサ（送信された下り回線信号からそれを分離する）へ送られ、さらに
、いずれのデータ・リピータが使用されているのかを識別するために上り回線にユニーク
な電子シグネイチャを導入する、上り回線信号にタグ付けする装置へ送られる。この信号
タグ付けは、追加の非干渉な直接シーケンス・スペクトル拡散信号を用いた受信上り回線
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信号の振幅または位相変調によって達成することができる。
【００１１】
　他の実施例において、データ・リピータは、リピータを通って下り回線信号および上り
回線信号の両方に信号タグ付けを導入することができる。この信号タグ付けは、追加の非
干渉な直接シーケンス・スペクトル拡散信号を用いた受信上り回線信号および下り回線信
号の振幅または位相変調によって達成することができる。
【００１２】
　既存または計画中のワイヤレス・ネットワークにおいて、基地局は位置測定装置（ＬＭ
Ｕ）を含み、モバイル・ユニットの位置判定能力を提供する。ＬＭＵは、モバイル・ユニ
ットとＬＭＵとの間の伝播時間の遅延を測定するための到着時間（ＴＯＡ）受信機を含み
、この時間遅延測定を、直線伝播であると仮定した距離測定に変換する。ネットワークに
データ・リピータを付加することで、直線伝播の仮定はもはや有効ではなくなるので、位
置判定においてエラーを導くであろう。
【００１３】
　好適な実施例において、データ・リピータによって導入されたユニークな上り回線信号
タグは、ＬＭＵ内の付加された回路によって検出される。ＬＭＵ内の擬似雑音（ＰＮ）コ
ード相関器は、上り回線信号タグを検出し、モバイル・ロケーション・センタ（ＭＬＣ：
Mobile Location Center）にリピータ・タグのＩＤを報告する。ＭＬＣは、ＴＯＡ受信測
定、報告されたリピータ・タグのＩＤ情報、および識別されたリピータの地理的座標を含
むデータ・ベースから、モバイル・ユニットの真の位置を判定する。
【００１４】
　したがって、本発明の目的の１つは、新たな基地局を配置する必要が無く、より高いデ
ータ率を維持するために、所望のエリア全域にわたって信号レベルを増強することである
。
【００１５】
　本発明のさらなる目的は、ユニークな電子シグネイチャでリピータを通過する上り回線
信号にタグ付けし、送信モバイル・ユニットの真の位置を識別可能にすることである。
【００１６】
　本発明の他の目的は、ユニークな電子シグネイチャでリピータを通過する下り回線信号
にタグ付けし、送信基地局の真の位置を識別可能にすることである。
【００１７】
　本発明の他のさらなる目的および利点は、以下の発明の詳細な説明、特許請求の範囲、
および図面を参照することにより、当業者によってさらに理解され、認識されるであろう
。
【００１８】
　添付の図面は、本明細書の一部に含まれ、かつ、これを構成し、本発明の好適な実施例
を図示し、発明の詳細な説明と一体となって本発明の原理の説明に寄与する。同一の参照
記号は、対応する特徴を示し、全図面にわたって一致する。
【００１９】
【詳細な説明】
　ここで、参照のために本発明の好適な実施例を詳細に説明するが、それらの例は添付図
面に図示され、いくつかの図面にわたって、同じ参照番号は同じ要素を示す。
【００２０】
　本発明は、セル・サイト内の選択されたエリア全域にわたって信号対雑音および干渉比
を増大する能力を有し、特に、ワイヤレス・データ・システムが必要とする高速データ送
信を可能にする能力を有するＲＦリピータを提供する。さらに、ユニークな電子シグネイ
チャでリピータを通過する信号にタグ付けすることによって、送信移動装置の真の位置を
識別することができる能力を有するＲＦリピータを提供する。
【００２１】
　図１は、データ・リピータによって高いスループットが提供される追加のカバレージ・
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エリアを有するワイヤレス・コミュニケーションのセル・サイトを示す図である。基地局
（ベース・ステーション）１０は、画定されたカバレージ・エリアまたはセル・サイト１
１を有する。典型的には、セル・サイト１１内の選択されたエリアは、データ・レートが
増大する利益を得ることができる。通常は１つのリピータ２０または複数のリピータがセ
ル・サイト内の要所に追加され、これら特定のカバレージ・エリア内の信号対雑音および
干渉比を増大する。しかしながら、かかるリピータ２０を通過する無線経路は、直接的な
直線経路でない可能性があるので、ＬＭＵによって測定された距離は、ＬＭＵから送信モ
バイル・ユニットまでの真の直接的な直線距離と一致しない。これによって、リピートさ
れる移動信号にとって重大な位置測定エラーが生じる。
【００２２】
　本発明に従った、モバイル・ユニットの位置判定システム（ＭＵＰＤＳ：Mobile Unit 
Position Determination System）の概略構造は、モバイル・ロケーション・センタ（Ｍ
ＬＣ）、基地局、ＬＭＵ、およびリピータから構成される。ＭＬＣは、図５および図６に
示されるＬＭＵによって提供されるユーザの位置情報を用いて各モバイル・ユーザの位置
を検出する。
【００２３】
　図２は、本発明に従った、上り回線信号のタグ付けを伴うＲＦリピータの概念的なブロ
ック図を示す。図２において、ＲＦリピータ２０は、所望の基地局の方向に向けられた１
つのダイプレクス（異なった周波数で送信および受信が結合される）アンテナ２２（ＢＳ
Ｓ－ＲＤＥリンク・アンテナ）と、増加する移動データ・サービスの所望の位置に向けら
れた他のダイプレクス・アンテナ２３（ＢＳＳ－ＭＳリンク・アンテナ）から構成される
。これらのアンテナ２２，２３は、ＲＦ処理モジュール２５に結合され、これが下り回線
信号と上り回線信号とを分離し、フィルタ／ダイプレクサ２５を通って特定の周波数帯を
濾波し、低雑音増幅および送信電力増幅回路２７，３５と、変調回路５５と、上り回線信
号にタグ付けするための回路６０を提供する。
【００２４】
　本実施例において、データ・リピータ２０は、予め決定された上り回線の周波数帯に同
調されたダイプレクス・アンテナ２３で構成される。一旦受信アンテナにより受信された
上り回線信号は、フィルタ／ダイプレクサ２５（送信された下り回線信号からそれを分離
する）へ送られ、さらに、いずれのデータ・リピータが使用されているのかを識別するた
めに上り回線にユニークな電子シグネイチャを導入する、上り回線信号にタグ付けする装
置へ送られる。この信号タグ付けは、追加の非干渉な直接シーケンス・スペクトル拡散信
号を用いた受信上り回線信号の振幅または位相変調によって達成することができる。そし
て、変調された上り回線信号は、出力ダイプレクサ２５へ送られ、ダイプレクス・アンテ
ナ２２を用いて基地局へ送信される。信号の増幅は、図２に示されるように、信号経路上
に位置する増幅器２７，３５を要所に導入することによって達成できる。
【００２５】
　図２に示される例において、信号タグ付け回路は、ここに示されるのと異なる多くのコ
ンポーネントによって提供されてもよい。この例では、ＧＳＭ移動等価補償擬似雑音基地
局サブシステム（GSM Mobile Equivalent Compensated Pseudo Noise Base Station Subs
ystem）のモジュール６０は、ＦＳＫ変調をＮＣＯ５０に供給するＦＳＫ変調器グループ
５５に信号を提供する。そのＮＣＯは、ＩおよびＱ信号をＳＳＢミキサ４５に供給する。
そのＳＳＢミキサは、ＩおよびＱ信号をノミナルＬＯ４０と結合する。その結合された信
号は、別のミキサに提供され、その混合された信号をＢＳＳ－ＭＳリンク・アンテナ２３
からのアップリンク信号に加える。同様に、ダウンリンク経路では、別のミキサ２４は、
ダウンリンク信号をノミナルＬＯ２６と混合するために提供される。そのＬＯは、所望さ
れるなら、周波数変換のために用いられてもよい。
【００２６】
　図３に示される他の実施例において、データ・リピータは、リピータ２０を通って下り
回線信号および上り回線信号の両方に信号タグ付けを導入することができる。この信号タ
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グ付けは、図３に示すように、追加の非干渉な直接シーケンス・スペクトル拡散信号を用
いた受信上り回線信号および下り回線信号の振幅または位相変調によって達成することが
できる。本実施例において、データ・リピータ２０は、予め決定された上り回線の周波数
帯に同調されたダイプレクス・アンテナ２３（ＢＳＳ－ＭＳリンク・アンテナ）で構成さ
れる。一旦受信アンテナにより受信された上り回線信号は、フィルタ／ダイプレクサ２５
（送信された下り回線信号からそれを分離する）へ送られ、さらに、いずれのデータ・リ
ピータが使用されているのかを識別するために上り回線にユニークな電子シグネイチャを
導入する、上り回線信号にタグ付けする装置４０，４５，５０，５５，６０へ送られる。
この信号タグ付けは、追加の非干渉な直接シーケンス・スペクトル拡散信号を用いた受信
上り回線信号の振幅または位相変調によって達成することができる。そして、変調された
上り回線信号は、出力ダイプレクサ２５へ送られ、ダイプレクス・アンテナ２２（ＢＳＳ
－ＲＤＥリンク・アンテナ）を用いて基地局へ送信される。さらに、データ・リピータ２
０は、予め決定された下り回線の周波数帯に同調されたダイプレクス・アンテナ２３（Ｂ
ＳＳ－ＭＳリンク・アンテナ）で構成される。一旦ダイプレクス・アンテナ２２（ＢＳＳ
－ＲＤＥリンク・アンテナ）により受信された下り回線信号は、フィルタ／ダイプレクサ
２５（送信された下り回線信号からそれを分離する）へ送られ、さらに、ユニークな識別
のため下り回線にユニークな電子シグネイチャを導入する、下り回線信号にタグ付けする
装置２４，２６，６５，７０，７５へ送られる。この信号タグ付けは、追加の非干渉な直
接シーケンス・スペクトル拡散信号を用いた送信下り回線信号の振幅または位相変調によ
って実行することができる。そして、変調された下り回線信号は、出力ダイプレクサ２５
へ送られ、ダイプレクス・アンテナ２３を用いてリピータまたは直接にユーザへ送信され
る。信号の増幅は、図３に示されるように、信号経路上に位置する増幅器２７，３５を要
所に導入することによって達成できる。
【００２７】
　図３のアップリンク信号タグ付け回路は、図２に示されたものと同じであり、同じ参照
番号が同じコンポーネントを示すために用いられる。上述したように、図３は、またダウ
ンリンク信号タグ付け回路も示す。アップリンク用として同じＧＳＭ移動等価補償擬似雑
音基地局サブシステムのモジュール６０が、ダウンリンクＦＳＫ変調グループのモジュー
ル７５への信号を提供するために用いられ、それはＦＳＫ変調をＮＣＯ７０に供給する。
そのＮＣＯは、ＩおよびＱ信号をＳＳＢミキサ６５に供給する。そのＳＳＢミキサは、Ｉ
およびＱ信号をノミナルＬＯ２６と結合する。その結合された信号は、ダウンリンク中の
別のミキサに提供され、その混合された信号をＢＳＳ－ＲＤＥリンク・アンテナ２２から
のダウンリンク信号に加える。
【００２８】
　図４は、本発明に従った、タグ付けされた信号を検出する回路を伴う位置測定装置（Ｌ
ＭＵ）１００の概念的なブロック図を示す。既存または計画中のワイヤレス・ネットワー
クにおいて、基地局はＬＭＵ１００を含み、モバイル・ユニットの位置判定能力を提供す
る。ＬＭＵ１００は、ダイプレックス・アンテナ１１０、フィルタ／ダイプレクサ１１５
、増幅器１２０、ミキサ１２５、ＩＦチェーン１３０、およびＩ／Ｑ復調器１３５から構
成される。ＬＭＵを実施するこの部分は、説明の目的でのみ開示されたものである。ＬＭ
Ｕのこの部分について他の実施例があることは、当業者には理解されるであろう。本発明
において、さらに、ＬＭＵは、モバイル・ユニットとＬＭＵとの間の伝播時間の遅延を測
定するための到着時間（ＴＯＡ）受信機１４０を含み、続いて、この時間遅延測定を、直
線伝播であると仮定した距離測定に変換する。しかしながら、ネットワークにデータ・リ
ピータを付加することで直線伝播の仮定はもはや有効ではなくなるので、位置判定におい
てエラーを導くであろう。したがって、図２および図３に示すように、ユニークな信号タ
グが、ＰＮシーケンス・ジェネレータ６０によって導入される。このユニークな信号タグ
は、ＬＭＵ１００内の擬似雑音（ＰＮ）コード相関器１４５によって検出され、これが信
号タグを検出し、図５に示すようにＭＬＣ１５０にリピータ・タグのＩＤを報告する。Ｍ
ＬＣ１５０は、ＴＯＡ受信機１４０の測定、報告されたリピータ・タグのＩＤ情報、およ
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び識別されたリピータの経緯度を含むデータ・ベース１５５から、モバイル・ユニットの
真の位置を判定する。
【００２９】
　図６は、２つの直交軸を示すＩおよびＱの座標軸を用いて、到着時間がどのように測定
されるかの例を示す。２つの異なる時間ｔ１およびｔ２に受信された信号の位相が測定さ
れ、その後その差が求められる。ｔ１の到着時間に測定された第１の位相はＩおよびＱの
値によって提供される第１の位置にプロットされる。ｔ２の到着時間に測定された第２の
位相はＩおよびＱの値によって提供される第２の位置にプロットされる。その差は基点か
ら２つのポイントへ伸びる放射線間の角度として求められる。この手法による精度は、単
一のシッソイド（ｃｉｓｓｏｉｄ）の存在する加法性白色ガウシアン雑音（ＡＷＧＮ）を
付加することで最適に近づくであろう。
【００３０】
　本発明の他の実施例は、添付の特許請求の範囲の精神および範囲内において実現するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】データ・リピータによって高いスループットが提供される追加のカバレージ・エ
リアを有するワイヤレス・コミュニケーションのセル・サイトを示す。
【図２】本発明に従って、上り回線信号にタグ付けを行うＲＦリピータの概念的なブロッ
ク図を示す。
【図３】本発明に従って、上り回線信号および下り回線信号にタグ付けを行うＲＦリピー
タの概念的なブロック図を示す。
【図４】本発明に従って、タグ付けされた信号を検出する回路を具備する位置測定装置の
概念的なブロック図を示す。
【図５】本発明に従って、モバイル・ロケーション・センタを具備する位置測定装置の概
念的なブロック図を示す。
【図６】本発明に従って、位置測定装置とモバイル・ロケーション・センタとの間の相互
作用を示す。
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