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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置決定動作を行うように無線通信デバイスを動作させる方法であって、
　第１、第２および第３の基地局からそれぞれ第１、第２、および第３の信号を受信する
ことと、なお前記第１、第２、および第３の信号の各々は、それぞれ、複数のキャリアで
送信され、前記複数のキャリアは、お互いに異なる電力レベルで送信される；
　少なくとも２つのチャネル利得比を決定することと、なお、前記少なくとも２つのチャ
ネル利得比は第１のチャネル利得比と第２のチャネル利得比とを含んでおり、前記第１の
チャネル利得比は第２のチャネル利得に対する第１のチャネル利得の比率であり、前記第
１のチャネル利得は前記第１の基地局と前記無線通信デバイスとの間のチャネル利得であ
り、前記第２のチャネル利得は前記第２の基地局と前記無線通信デバイスとの間のチャネ
ル利得である；そして
　前記少なくとも２つの決定されたチャネル利得比に対応する地理的区域を決定すること
と；
　を備える方法。
【請求項２】
　前記第１、第２、および第３の信号を受信することは、
　異なるキャリアに対応する第１の複数の信号を前記第１の基地局から受信することと、
そして
　前記第１の信号であるべき前記第１の複数の信号のうちの最も強い信号を選択すること
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と、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１、第２、および第３の信号を受信することは、
　異なるキャリアに対応する第２の複数の信号を前記第２の基地局から受信することと、
そして
　前記第２の信号であるべき前記第２の複数の信号のうちの最も強い信号を選択すること
と、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１、第２、および第３の信号を受信することは、
　異なるキャリアに対応する第３の複数の信号を前記第３の基地局から受信することと、
　前記第３の信号であるべき前記第３の複数の信号のうちの最も強い信号を選択すること
と、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　少なくとも２つのチャネル利得比を決定することは、
　前記第１、第２、および第３の基地局によってそれぞれ送信される前記第１、第２、お
よび第３の信号の相対的送信電力を示す情報を使用すること、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１と第２の基地局の間の、そして前記第２と第３の基地局の間の、相対的送信電
力はあらかじめ決定されており、少なくとも２つのチャネル利得比を決定することの前記
ステップは、前記電力の関係を示す記憶された情報にアクセスすることを含む、請求項５
に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の基地局によって使用される前記の送信電力のレベルについてのブロードキャ
スト情報を受信することと、
　前記第２の基地局によって使用される前記の送信電力のレベルについてのブロードキャ
スト情報を受信することと、そして
　前記第３の基地局によって使用される前記の送信電力のレベルについてのブロードキャ
スト情報を受信することと、
　をさらに備える、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記の第１、第２、および第３の送信電力のレベルについての前記ブロードキャスト情
報は、前記第１、第２、および第３の基地局のうちの単一の基地局によって送信される、
請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　各基地局は、前記送信する基地局によって使用される前記の送信電力のレベルについて
の電力情報を送信する、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記の電力レベル情報は、前記の送信される信号電力である、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記の電力レベル情報は、別の基地局によって使用される送信電力レベルに対する相対
的電力レベルである、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記地理的区域を決定することは、
　前記の計算された第１および第２のチャネル利得比をネットワークノードへと伝えるこ
とと、そして
　前記の送信された利得情報に基づいて決定される地理的位置情報を前記ネットワークノ
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ードから受信することと、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記地理的区域を決定することは、
　前記第１、第２、および第３の基地局の前記の地理的位置を示す記憶された情報にアク
セスすることと、そして
　前記の取り出された基地局位置情報と前記の決定された少なくとも２つのチャネル利得
比とを使用して地理的位置情報を決定することと、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　第１、第２および第３の信号を受信することの前記ステップに先立って、前記の電力関
係を示す情報を記憶すること、
　をさらに備える、請求項６に記載の方法。
【請求項１５】
　第１、第２および第３の信号を受信することの前記ステップに先立って、前記第１、第
２および第３の基地局の前記の地理的位置を示す情報を記憶すること、
　をさらに備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　少なくとも２つの異なるキャリア周波数を使用する３つ以上の基地局からの受信される
信号に基づいてその地理的位置を決定する無線通信デバイスであって、
　第１、第２、および第３の基地局からの第１、第２、および第３の信号を含む複数の信
号をそれぞれ受信するためのレシーバと、なお前記第１、第２、および第３の信号の各々
は、それぞれ、複数のキャリアで送信され、前記複数のキャリアは、お互いに異なる電力
レベルで送信される；
　前記第１、第２、および第３の信号の受信電力を測定するための電力測定モジュールと
；
　前記第１、第２、第３の信号間の相対的送信電力を決定するための相対的送信電力決定
モジュールと；
　少なくとも２つのチャネル利得比を決定するためのチャネル利得比モジュールと、なお
前記少なくとも２つのチャネル利得比は第１のチャネル利得比と第２のチャネル利得比と
を含んでおり、前記第１のチャネル利得比は第１のチャネル利得と第２のチャネル利得と
の間のチャネル利得比であり、前記第１のチャネル利得は前記第１の基地局と前記無線通
信デバイスとの間のチャネル利得であり、前記第２のチャネル利得は前記第２の基地局と
前記無線通信デバイスとの間のチャネル利得であり、そして第３のチャネル利得は前記第
３の基地局と前記無線通信デバイスとの間のチャネル利得である；そして
　前記の少なくとも２つの決定されたチャネル利得比に対応する地理的区域を決定するた
めの地理的区域決定モジュールと；
　を備える無線通信デバイス。
【請求項１７】
　前記第１、第２、および第３の基地局のうちの少なくとも１つが複数のダウンリンクキ
ャリアをサポートするときに、前記複数の信号の中から前記第１、第２、および第３の信
号を選択するための選択モジュールをさらに備え、前記第１、第２および第３の信号は各
々、対応する選択されたキャリアに関連づけられている、
　請求項１６に記載の無線通信デバイス。
【請求項１８】
　前記選択モジュールは、前記の受信される信号の信頼性の関数として選択する、請求項
１７に記載の無線通信デバイス。
【請求項１９】
　記憶されたあらかじめ決められた基地局送信電力関係情報をさらに備え、前記記憶され
たあらかじめ決められた基地局電力関係情報は、前記の相対的電力決定モジュールによっ
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て使用される、請求項１６に記載の無線通信デバイス。
【請求項２０】
　前記レシーバは、基地局送信電力レベルと基地局相対的送信電力レベルのうちの少なく
とも一方を含むブロードキャスト情報を受信し、前記受信されるブロードキャスト情報は
、前記相対的電力決定モジュールによって使用される、請求項１６に記載の無線通信デバ
イス。
【請求項２１】
　前記レシーバは直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）レシーバであり、そして、前記受信
される第１、第２および第３の信号はＯＦＤＭビーコン信号である、請求項１６に記載の
無線通信デバイス。
【請求項２２】
　アップリンク無線通信チャネル上で第１および第２のチャネル利得比報告を基地局へと
送信するトランスミッタ、をさらに備え、そして、前記レシーバは、前記送信された第１
および第２の利得比に基づいて地理的位置情報を受信し、そして前記地理的区域決定モジ
ュールは、前記受信された地理的位置情報を処理し、前記無線通信デバイスについての地
理的区域位置推定を取得する、
　請求項１６に記載の無線通信デバイス。
【請求項２３】
　記憶された基地局位置情報をさらに備え、前記地理的区域決定モジュールは、前記無線
通信デバイスについての地理的区域位置推定を決定するために、前記の決定された少なく
とも２つのチャネル利得比と共に前記記憶された基地局位置情報を使用する、
　請求項１６に記載の無線通信デバイス。
【請求項２４】
　前記第１、第２および第３の信号は、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）信号である、
請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記第１、第２および第３の信号の各々は、３つのＯＦＤＭシンボル送信期間よりも短
い時間間隔上の単一トーン信号である、請求項２４に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線端末位置決定(wireless terminal location determination)のための方
法および装置に関し、より詳細には異なる基地局から受信される信号に基づいた位置決定
のための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な理由、例えば緊急事態、ナビゲーション機能、法執行追跡、配信追跡など、のた
めに無線通信デバイスの位置を特定する(locate)ことができるのが望ましい。無線システ
ムネットワークサービスプロバイダ（wireless system network service provider）が顧
客活動の位置を特定でき、それを追跡することができることもまた、有益である。このよ
うに収集され、相関づけられた情報は、システム内の受信障害の問題位置を識別する際に
、また追加コンポーネントの展開とシステムについての機能に関する決定を行う際に役に
立つであろう。無線端末(wireless terminal)（ＷＴ）を追跡する１つのアプローチは、
そのＷＴ内に全地球測位衛星(Global Positioning Satellite)（ＧＰＳ）レシーバを組み
込む(embed)ことである。これは、更なる専用化された回路および専用化されたアンテナ
、コストの追加、重量およびサイズの増大、そして、動作中の限られたバッテリ電源の消
費を必要とする。加えて、ＧＰＳ受信は、解を得るために、例えば、ＧＰＳアンテナから
１組の衛星、例えば３つ以上の衛星、への信号回線が得られることができない場合のよう
に、多くの位置(locations)において利用できないかもしれない。
【０００３】
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　前述の制限を考慮すると、無線端末位置(wireless terminal location)を提供する改善
された方法および装置に対して必要性がある。複数のＢＳトランスミッタからの、例えば
隣接するセルからの、強い信号を、受信し、識別し、そして測定することが可能であるＷ
Ｔを提供する装置および方法は、有益であろう。ポジション決定（position fix）を達成
する機能の観点から無線端末ポジション位置(wireless terminal position location)の
影響をあまり受けない装置および方法もまた、有益であろう。デバイス位置を決定するた
めに、他の機能、例えば、同期化、割当て、接続の決定(attachment decision)など、に
対して使用される基地局ブロードキャスト信号を利用できる装置および方法は、ポジショ
ン決定を特にスムーズに進める送信信号のオーバーヘッドが回避され得るので、有益であ
ろう。
【発明の開示】
【０００４】
　［概要］
　異なる基地局から受信される信号に基づいて位置決定動作(location determination op
eration)を行うように、無線通信デバイス、例えば、モバイルノード（mobile node）の
ような無線端末、を動作させる(operating)例示的な方法が説明される。
【０００５】
　無線端末の位置は、２つの異なる基地局から受信される信号から本発明に従って決定さ
れることができる、そして時には決定される。然しながら、いくつかの実施形態において
は、更なる信号が、受信され、そして使用される。
【０００６】
　本発明を説明するために使用される特定の例示の一実施形態においては、無線通信デバ
イスは、第１、第２、および第３の信号を第１、第２および第３の基地局からそれぞれ受
信し、前記第１および第２の信号は、第１および第２のキャリア周波数(carrier frequen
cies)にそれぞれ対応しており、前記第１および第２のキャリア周波数は異なっている。
例示の方法は、少なくとも２つのチャネル利得比（channel gain ratio）を決定すること
をさらに備え、前記少なくとも２つのチャネル利得比は、第１のチャネル利得比と第２の
チャネル利得比とを含んでおり、前記第１のチャネル利得比は、第２のチャネル利得に対
する第１のチャネル利得の比率であり、前記第１のチャネル利得は、前記第１の基地局と
前記無線通信デバイスとの間のチャネル利得であり、前記第２のチャネル利得は、前記第
２の基地局と前記無線通信デバイスとの間のチャネル利得である。本方法は、前記少なく
とも２つの決定されたチャネル利得比に対応する地理的区域(geographic area)を決定す
ることをさらに備えている。
【０００７】
　他の実施形態およびインプリメンテーション(implementations)もまた可能であり、そ
して、前述のすべてのステップは、本発明のすべてのインプリメンテーションにおいて必
ずしも必要とはされない。
【０００８】
　本発明に従って実施される1つの例示の無線通信デバイス、例えばモバイルノードなど
の無線端末、は少なくとも２つの異なるキャリア周波数を使用した３つ以上の基地局から
の受信される信号に基づいてその地理的位置(geographic location)を決定する。例示の
無線通信デバイスは、必ずしもすべてではないがいくつかの実施形態においては、第１、
第２および第３の信号を第１、第２および第３の基地局からそれぞれ受信するためのレシ
ーバを備え、前記第１および第２の信号は、第１および第２のキャリア周波数に対応し、
前記第１および第２のキャリア周波数は異なっている。例示の無線端末は、前記第１、第
２および第３の信号の受信される電力を測定するための電力測定モジュールと、前記第１
、第２、および第３の信号間の相対的送信電力を決定するための相対的送信電力決定モジ
ュールとを含むことができる。例示の無線端末は、少なくとも２つのチャネル利得比を決
定するためのチャネル利得比モジュールをさらに備えることができ、前記少なくとも２つ
のチャネル利得比は、第１のチャネル利得比と第２のチャネル利得比とを含み、前記第１
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のチャネル利得比は、第１のチャネル利得と第２のチャネル利得との間のチャネル利得比
であり、前記第１のチャネル利得は、前記第１の基地局と前記無線通信デバイスとの間の
チャネル利得であり、前記第２のチャネル利得は、前記第２の基地局と前記無線通信デバ
イスとの間のチャネル利得であり、第３のチャネル利得は、前記第３の基地局と前記無線
通信デバイスとの間のチャネル利得である。例示の無線通信デバイスは、前記少なくとも
２つの決定されたチャネル利得比に対応する地理的区域を決定するための地理的区域決定
モジュールをさらに備える。
【０００９】
　様々な実施形態が上記の概要において論じられてきているが、必ずしもすべての実施形
態が同じ特徴を含んではおらず、上記に説明された特徴のいくつかは必須ではないが、い
くつかの実施形態においては望ましい可能性があることを理解されたい。本発明の多数の
更なる特徴、実施形態および利点は、以下の詳細な説明中において論じられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１は、キャリア多様性(carrier diversity)を使用する無線通信システム１００にお
ける３つの例示の基地局ＢＳ１　１０２、ＢＳ２　１０４、ＢＳＭ　１０６を示す図であ
る。各ＢＳ１０２、１０４、１０６は、それぞれ異なる電力レベルで、複数の、例えば３
つの異なるキャリア周波数を使用して送信する。隣接する基地局についての所与の(given
)キャリアの電力送信レベルは異なる。所与のキャリアおよび基地局についての電力レベ
ル強度は、基地局のまわりの対応する円の相対的サイズによって示される。凡例１０８に
示されるように、実線は、ｆ１キャリア周波数を表すために使用され、破線は、ｆ２キャ
リア周波数を表すために使用され、点線は、ｆ３キャリア周波数を表すために使用される
。ＢＳ１　１０２は、円（１１０、１１２、１１４）によってそれぞれ表される（高い、
中間の、低い）電力レベルでキャリア周波数（ｆ１、ｆ２、ｆ３）を使用して送信する。
ＢＳ２　１０４は、円（１１６、１１８、１２０）によってそれぞれ表される（低い、高
い、中間の）電力レベルでキャリア周波数（ｆ１、ｆ２、ｆ３）を使用して送信する。Ｂ
ＳＭ　１０６は、円（１２２、１２４、１２６）によってそれぞれ表される（中間の、低
い、高い）電力レベルでキャリア周波数（ｆ１、ｆ２、ｆ３）を使用して送信する。キャ
リア多様性は、システムにおける全体的な干渉レベルを低減させる傾向がある。キャリア
多様性アプローチは、異なる信号強度の広範囲の信号を、システムを横切る無線端末によ
って監視され、比較され、評価され得る位置の関数(function of location)として、有利
に使用可能にする。例示の無線端末１２８、例えばモバイルノード、は、システム全体を
通して移動し、複数の（multiple）基地局トランスミッタからのブロードキャストシステ
ム情報を受信し、識別し、測定し、評価することができる。受信されるブロードキャスト
情報および記憶された情報、例えば、基地局位置(base station locations)および空間を
置く距離(interspacing distances)を含むシステムトポロジ(system topology)、各基地
局によって使用されるキャリア(carriers)および関連する電力レベル(associated power 
levels)、を使用して、無線端末１２８は、受信される信号を評価し比較し、そして、シ
ステムにおけるその位置を概算する(approximate)ために三角測量(triangulation)を使用
することができる。いくつかの実施形態においては、ＷＴ１２８は、ネットワークにおい
てその接続ポイント(attachment point)として使用されている基地局に対して、受信され
たブロードキャスト情報のフィードバック報告(feedback report)を送信することができ
る。基地局は、このフィードバック情報および詳細なシステム情報、例えば、基地局位置
、基地局間距離、および既知の障害物のようなトポロジ、利得調整情報、例えば、システ
ム中のデッドスポット（dead spot）の知識、そして、履歴による収集された電力レベル
マッピング情報、を無線端末についての位置を推定するために使用することができる。
【００１１】
　図１の例は、基地局トランスミッタのそれぞれによって使用される３つの電力レベル（
低い、中間の、高い）と、３つのキャリア周波数（ｆ１、ｆ２、ｆ３）を示しているが、
一般に、システム中の異なる基地局トランスミッタは、異なる電力レベルと異なるキャリ
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ア周波数の組を使用することができ、それらの使用される周波数と電力レベルは、ＷＴに
知られている。
【００１２】
　図７は、図１の例示のシステム１００中において使用されることができる、無線端末位
置決めをおこなう(performing wireless terminal location)例示的な方法を示す図７０
０である。図７は、ＢＳ１　１０２、ＢＳ２　１０４、ＢＳＭ　１０６、およびＷＴ１２
８を示している。各セルの基地局からの最も強い検出可能なキャリア周波数におけるブロ
ードキャスト信号(broadcast signaling)が、ＷＴ１２８によって識別され、その受信さ
れた電力レベルが、測定され、知られている送信電力レベルと比較され、ＢＳに対する距
離推定値(distance estimate)が決定される。次いで、その距離推定値に対応するＷＴ１
２８の可能性のあるポジションを表す円が、その基地局のまわりに形成される。凡例７０
８は、（実線、破線、点線）によって各基地局（ＢＳ１、ＢＳ２、ＢＳＭ）の距離推定値
に対し使用されるキャリア周波数（ｆ１、ｆ２、ｆ３）を識別する。実線の円７０２は、
ＢＳ１の信号測定に基づいてＷＴ１２８の可能性のあるポジションを表し；破線の円７０
４は、ＢＳ２の信号測定に基づいてＷＴ１２８の可能性のあるポジションを表し；点線の
円７０６は、ＢＳＭの信号測定に基づいてＷＴ１２８の可能性のあるポジションを表して
いる。３つの円の交点、ポジション７１０は、ＷＴ１２８の推定ポジションを表している
。
【００１３】
　図８は、図１の例示のシステム１００中において使用されることができる無線端末位置
決めを行う例示の方法を示す図８００である。図８は、ＢＳ１　１０２、ＢＳ２　１０４
、ＢＳＭ　１０６、およびＷＴ１２８を示している。この実施形態においては、ＷＴ１２
８が信号方向識別機能(signal direction identification capability)を含んでいると仮
定されている。各セルの基地局からの最も強い検出可能なキャリア周波数(carrier frequ
ency)におけるブロードキャスト信号が、ＷＴ１２８によって識別され、そして、信号が
送信されてきた、別の基地局に対しての、方向あるいは相対的方向が、ＷＴ１２８によっ
て決定される。凡例８０１は、各基地局（ＢＳ１、ＢＳ２、ＢＳＭ）方向推定(direction
 estimate)に対しＷＴ１２８によって使用されるキャリア周波数（ｆ１、ｆ２、ｆ３）を
識別する。決定された実線８０２は、ＢＳ１　１０２がそれに沿って位置決めされること
が予想される方向を識別し、決定された破線８０４は、ＢＳ２　１０４がそれに沿って位
置決めされることが予想される方向を識別する。決定された点線８０６は、ＢＳＭ　１０
６がそれに沿って位置決めされることが予想される方向を識別する。決定された角度８１
４は、ＢＳ１とＢＳ２との間の測定された角度を識別し、決定された角度８１６は、ＢＳ
２とＢＳＭとの間の測定された角度を識別し、決定された角度８２０は、ＢＳ１とＢＳＭ
との間の測定された角度を識別する。ＢＳ間の距離（ＢＳ１からＢＳ２）８０８、（ＢＳ
２からＢＳＭ）８１０、（ＢＳＭからＢＳ１）８１２と同様に、ＢＳ１、ＢＳ２、および
ＢＳＭの位置が、ＷＴ１２８によって知られている。ＢＳに関する知られている地理的情
報と組み合わせて、決定された方向線８０２、８０４、８０６、及び／又は、決定された
角度８１４、８１６、８２０を使用し、ＷＴ１２８はその推定ポジション(estimated pos
ition)８２２を決定できる。
【００１４】
　本発明に従って、システム中において使用されるキャリア多様性を利用した様々な他の
実施形態が、ＷＴポジションを決定するために可能である。このような方法は、複数の知
られている基地局トランスミッタから入手可能である異なるキャリア周波数を使って複数
の異なる送信電力レベル信号を好都合に使用する。例えば、異なる位置で異なる信号が、
利用可能なブロードキャスト信号の多様性から受信および評価のために選択されることが
できる。隣接する基地局間の検出された受信されそして識別された信号強度レベルの比較
は、２つの基地局間の相対的ポジションを決定するために使用されることができる。
【００１５】
　図２は、本発明に従って実施され、本発明の方法を使用する、例示のシステム１０の図
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である。システム１０は、複数の基地局（ＢＳ１　１２、ＢＳ２　１２’、ＢＳＭ　１２
”）を含む。各基地局（１２、１２’、１２”）は、複数のキャリア周波数上でダウンリ
ンク信号(downlink signaling)を送信する。ＢＳ１　１２は、電力レベル（高い、中間の
、低い）でそれぞれキャリア周波数（ｆ１、ｆ２、ｆ３）を使用する。ＢＳ２　１２’は
、電力レベル（低い、高い、中間の）でそれぞれキャリア周波数（ｆ１、ｆ２、ｆ３）を
使用する。ＢＳＭ　１２”は、電力レベル（中間の、低い、高い）でそれぞれキャリア周
波数（ｆ１、ｆ２、ｆ３）を使用する。各基地局（１２、１２’、１２”）は、それぞれ
無線カバレージ区域(wireless coverage area)を表すセル（セル１　１１、セル２　１１
’、セルＭ　１１”）に対応する。各セル（１１、１１’、１１”）は、説明を簡単にす
るために単一の円で示されているが、各基地局によって使用される異なるキャリア電力は
、実際には、各キャリアに対し異なるサイズのカバレージ区域と、そして、異なるキャリ
アに対し隣接するセル間の異なる量のオーバーラップ(overlap)とをもたらす、というこ
とを理解されたい。
【００１６】
　各ＢＳ（１２、１２’、１２”）は、それぞれ、ネットワークリンク（１７、１７’、
１７”）を経由してネットワークノード２１、例えばルータ、に結合される。ネットワー
クノード２１は、インターネットおよび他のネットワークノードに結合される。無線端末
、例えばモバイルノードは、システム１０全体を通して移動し、そして、ネットワーク接
続のポイントとしてＢＳに結合することができる。モバイルノード１（ＭＮ１）１４およ
びＭＮＮ１６は、それぞれ無線リンク１３、１５を経由してＢＳ１　１２に結合される。
ＭＮ１’１４’およびＭＮＮ’１６’は、それぞれ無線リンク１３’、１５’を経由して
ＢＳ２　１２’に結合される。ＭＮ１”１４”およびＭＮＮ”１６”は、それぞれ無線リ
ンク１３”、１５”を経由してＢＳＭ　１２”に結合される。
【００１７】
　各ＢＳ（１２、１２’、１２”）はまた、様々なブロードキャスト信号、例えばビーコ
ン信号、パイロット信号、割当て信号などを、そのキャリア周波数のおのおので、例えば
定期的に送信する。ＭＮ、例えばＭＮＮ　１６は、そのＢＳ接続ポイントから、また他の
ＢＳ、例えば隣接するセルトランスミッタから、これらのブロードキャスト信号を受信す
ることができる。使用される複数のキャリア周波数と、使用される電力レベルにおける差
は、ＭＮに、システム中の任意の所与のポイントで、例えば異なるトランスミッタからの
、いくつかの異なるブロードキャスト信号を受信しそして評価させることができるであろ
う可能性を増大させる。受信される信号の評価とシステムの知識に基づいて、ＭＮは、そ
の推定ポジションを決定するために三角測量を使用できる。代わりに、あるいは加えて、
ＭＮは、受信されたブロードキャスト情報を、ＭＮ位置決定を行うことができるＢＳに、
伝えて戻すことができる。
【００１８】
　図３は、本発明に従って実施され、本発明の方法を使用する、例示の基地局（アクセス
ノード）１２００の図である。例示のＢＳ１２００は、図１または図２のシステムのうち
のＢＳ１０２、１０４、１０６、１２、１２’、１２”のうちのいずれであってもよい。
例示のＢＳ１２００は、様々な要素がデータおよび情報を交換することができるバス２１
１を経由して一緒に結合されるレシーバ２０２、トランスミッタ２０４、プロセッサ２０
６、Ｉ／Ｏインターフェース２０８、およびメモリ２１０を含む。メモリ２１０は、ルー
チン２１２とデータ情報２１４とを含む。
【００１９】
　レシーバ２０２は、レシーバアンテナ２０３に結合され、例えば、モバイルフィードバ
ック報告情報を含むＭＮ１４００（図４参照）から受信される、受信されたアップリンク
信号を復号化するためのデコーダ２３３を含む。トランスミッタ２０４は、送信アンテナ
２０５に結合され、ＭＮ１４００にアンテナ２０５で信号として送信されるべきダウンリ
ンクデータおよび情報を符号化するためのエンコーダ２３５を含む。ダウンリンク信号は
、ＢＳによって使用される様々なキャリアの各々に伝えられるダウンリンクブロードキャ
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スト信号、例えば、ビーコン信号、パイロット信号、割当て信号など、を含む。異なるキ
ャリアは、異なる電力レベルを使用してもよい。
【００２０】
　プロセッサ２０６、例えばＣＰＵは、基地局１２００の動作を制御しそして本発明の方
法を実施するために、ルーチン２１２を実行しそしてメモリ２１０中のデータ／情報２１
４を使用する。Ｉ／Ｏインターフェース２０８は、ＢＳ１２００を他のネットワークノー
ドおよびインターネットに結合する。
【００２１】
　ルーチン２１２は、通信ルーチン２１６と基地局制御ルーチン２１８とを含む。通信ル
ーチン２１６は、様々な通信動作を行いそして様々な通信プロトコルを実施するように基
地局１２００を制御するために使用される。基地局制御ルーチン２１８は、基地局１２０
０の動作を制御し、本発明の方法のステップを実施するために使用される。基地局制御ル
ーチン２１８は、スケジューラモジュール(scheduler module)２２０と、ブロードキャス
ト信号モジュール(broadcast signaling module)２２２と、モバイルロケータモジュール
（mobile locator module）２２４とを含む。スケジューラモジュール２２０は、複数の
電力レベルを使用する複数のキャリア周波数上で、アップリンクおよびダウンリンクのエ
アリンクリソース（air link resource）、例えばトラフィックチャネルセグメント、に
ついてユーザ、例えばＭＮ、をスケジュールする。ブロードキャスト信号モジュール２２
２は、使用される所定の異なる電力レベルにおいてＢＳ１２００によって使用される様々
なキャリア周波数上で、様々なブロードキャスト信号、例えば、ビーコン信号、パイロッ
ト信号、割当て信号など、の生成および送信を制御するために、データ／情報２１４を使
用する。モバイルノードロケータモジュール２２４は、システム中におけるＭＮのポジシ
ョンを決定するために、受信されたモバイルフィードバック報告情報２４８とシステムモ
デル情報２３６とを含むデータ／情報２１４を使用する。
【００２２】
　データ／情報２１４は、無線端末データ／情報２２６、キャリア情報２２８、ビーコン
信号情報２３０、パイロット信号情報２３２、割当て信号情報２３４、およびシステムモ
デル情報２３６を含む。ＷＴデータ／情報２２６は、複数の組のＷＴ情報、ＷＴ１データ
／情報２３８、ＷＴＮデータ／情報２４０を含む。ＷＴ１データ／情報２３８は、データ
２４２、セッション情報２４４、端末ＩＤ２４６、モバイルフィードバック報告情報２４
８、およびＷＴ１位置情報２５０を含む。データ２４２は、ＷＴ１が通信セッションにお
いて関与するＷＴ１のピアノードへの／からの、ユーザデータを含む。セッション情報２
４４は、ＷＴ１が関係している(participating)通信セッションに関係する情報、例えば
、ピアノードに対応する経路指定情報、を含む。端末識別(terminal identification)（
ＩＤ）２４６は、ＷＴ１のための基地局１２００割り当てＩＤ(base station 1200 assig
ned ID for WT1)、例えば一時的アクティブユーザＩＤ、である。モバイルフィードバッ
ク報告情報２４８は、例えば異なるキャリア周波数および異なる送信電力レベルを使用す
る複数の基地局トランスミッタから受信された複数のダウンリンクブロードキャスト信号
に対応する情報を含むＷＴから受信されたフィードバック情報、を含む。ＷＴ１位置情報
２５０は、ＷＴ１から決定されそしてＢＳ１２００にフィードバックされる、及び／又は
、モバイルロケータモジュール２２４によってＢＳ１２００により決定される、ＷＴ１の
推定位置(estimated location)を含む。ＷＴ１位置情報２５０はまた、推定位置の品質、
及び／又は、不確実性を示す情報を含んでいてもよい。
【００２３】
　キャリア情報２２８は、複数の組のキャリア周波数情報、キャリア１情報２５０、キャ
リアＮ情報２５２を含んでおり、各組はＢＳ１２００によって使用されるキャリアに対応
する。キャリア１情報２５０は、周波数情報２５４、例えば、キャリア周波数、関連する
帯域幅、トーンの数などと、電力情報２５６、例えば、そのキャリア帯域中においてダウ
ンリンク送信のために使用される平均電力レベル、キャリア帯域中で送信される各タイプ
のブロードキャスト信号のために使用される特定の電力レベルとを、含む。ビーコン信号
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情報２３０は、各キャリア帯域用にビーコン信号を送信するために使用されるトーン、タ
イミング、存続期間、および電力レベルを定義する情報を含む。パイロット信号情報２３
２は、各キャリア帯域中においてパイロット信号を送信するために使用されるトーン、タ
イミング、および電力レベルを定義する情報を含む。割当て信号情報２３４は、各キャリ
ア帯域中において割当て信号を送信するために使用されるトーン、タイミング、および電
力レベルを定義する情報を含む。
【００２４】
　システムモデル情報２３６は、トポロジ情報(topology information)２５８と、基地局
周波数／電力情報２６０と、電力調整情報２６２とを含む。トポロジ情報２５８は、シス
テム中における様々な基地局、例えばＢＳ１２００の近くにおける基地局、の地理的ポジ
ション(geographic position)、基地局間の距離、基地局間の障害物など、を識別する情
報を含む。ＢＳ周波数／電力レベル情報２６０は、これらのＢＳによって使用されるブロ
ードキャスト信号送信電力レベルと使用されるキャリア周波数とを提供する、トポロジ情
報２５８中に含まれるＢＳの各々のための情報の組、を含む。電力調整情報２６２は、シ
ステムの詳細既知情報(detailed known information)、例えばデッドゾーン区域、高い干
渉区域など、を含む。電力調整情報２６２はまた、ＢＳ周波数／電力情報２６０中に記憶
された値からの、ＢＳ送信電力レベルの、観察されたあるいは報告された変更もしくは偏
差に関する情報、も含む。電力調整情報２６２はまた、受信されたブロードキャスト電力
レベルの履歴的地理的座標マッピング情報（historical geographic coordinate mapping
 information）も含んでもよい。電力調整情報２６２により、モバイルロケータルーチン
２２４は、1組の受信されたブロードキャスト信号からＷＴについて得られる三角測量位
置の決定(triangulation fixes)をより正確に反映するように、例えば、システム中の偏
差を補正するように、調整するあるいは補足することができる。
【００２５】
　図４は、本発明に従って実施される、例示の無線端末１４００、例えばモバイルノード
、を図示している。モバイルノード１４００は、モバイル端末（ＭＴ）として使用される
ことができる。例示のＷＴ１４００は、図１のＷＴ１２８あるいは図２のＭＮ１４、１４
’、１４”、１６、１６’、１６”のうちのいずれであってもよい。例示のＷＴ１４００
は、様々な要素がデータおよび情報を交換できるバス３１１を経由して一緒に結合される
レシーバ３０２、トランスミッタ３０４、プロセッサ３０６、ユーザＩ／Ｏデバイス３０
８、およびメモリ３１０を含む。モバイルノード１４００は、レシーバ３０２およびトラ
ンスミッタ３０４にそれぞれ結合されたレシーバアンテナ３０３およびトランスミッタア
ンテナ３０５、を含む。レシーバ３０２は、デコーダ３３３を含んでおり、一方、トラン
スミッタ回路３０４は、エンコーダ３３５を含む。レシーバ３０２は、例えば、異なる送
信電力レベルにおいて異なるキャリア上で送信される、ビーコン、パイロット信号、割当
て信号など、のようなブロードキャスト信号、を含むＢＳ１２００からのダウンリンク信
号を受信する。プロセッサ３０６、例えばＣＰＵは、ＷＴ１４００の動作を制御しそして
本発明のステップを実施するために、ルーチン３１２を実行しそしてメモリ３１０中のデ
ータ／情報３１４を使用する。ユーザＩ／Ｏデバイス３０８は、推定ＷＴ位置を表示する
ことを含めてデータおよび情報をユーザが入力し出力することを可能にするキーパッド、
スピーカ、マイクロフォン、ディスプレイなどを含む。
【００２６】
　メモリ３１０は、ルーチン３１２およびデータ／情報３１４を含む。ルーチン３１２は
、通信ルーチン３１６と、無線端末制御ルーチン３１８とを含む。通信ルーチン３１６は
、様々な通信動作を行い、様々な通信プロトコルを実施するように、無線端末１４００を
制御するために使用されている。無線端末制御ルーチン３１８は、無線端末動作、例えば
Ｉ／Ｏデバイス３０８、レシーバ３０２、トランスミッタ３０４の動作、を制御し、そし
て、本発明の方法のステップを実施するために、使用されている。無線端末制御ルーチン
３１８は、ブロードキャスト信号検出モジュール３２０と、ブロードキャスト信号測定モ
ジュール３２２と、モバイルロケータモジュール３２４とを含む。ブロードキャスト信号
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検出モジュール３２０は、各受信信号を対応する基地局トランスミッタに関連づける受信
ブロードキャスト信号を識別する。ブロードキャスト信号測定モジュール３２２は、識別
された受信ブロードキャスト信号を測定し、例えば、受信電力レベル測定値を取得する。
モバイルロケータモジュール３２４は、推定モバイル位置情報３３６、例えば、推定位置
およびその推定の対応する不確実性情報、を決定するために、ＢＳシステム情報３４２お
よびブロードキャスト信号測定情報３３４を含むデータ／情報３１４を使用する。モバイ
ルロケータモジュール３２４は、ＷＴ位置の決定を得るために、知られている位置および
知られている送信電力レベル(know location and known transmission power level)の、
複数の基地局トランスミッタからの測定される信号強度情報を使用する、三角測量モジュ
ール３２５を含む。いくつかの実施形態においては、例えば、限られた組の受信ブロード
キャスト信号に起因して、位置決定が得られることができない場合でさえ、モバイルロケ
ータモジュールは、例えば、基地局に関する範囲情報を得ることが可能であり得る。いく
つかの実施形態においては、モバイルロケータモジュール３２４は、情報にフィルタをか
けることができ、そして、たとえブロードキャスト信号が受信されない、あるいは限られ
たブロードキャスト信号しか受信されない時間の期間が存在するとしても、ポジション決
定に徐々に収束することが可能であり得る。
【００２７】
　データ／情報３１４は、端末ＩＤ３２６、ＢＳ　ＩＤ情報３２８、データ３３０、受信
されたブロードキャスト信号３３２、ブロードキャスト信号測定情報３３４、推定モバイ
ル位置情報３３６、モバイルフィードバック報告情報３３８、ユーザデバイス／セッショ
ン／リソース情報３４０、およびシステム基地局情報３４２を含む。端末ＩＤ３２６は、
ＢＳ割り当て識別子(BS assigned identifier)である。基地局ＩＤ情報３２８は、ネット
ワーク中におけるその接続ポイントとしてＷＴ１４００によって使用されている基地局１
２００を識別する情報を含む。データ３３０は、ユーザデータ、例えば、ＷＴ１４００と
の通信セッションにおけるＷＴ１４００のピアノードへの／からのデータを含む。受信ブ
ロードキャスト信号３３２は、複数の知られている送信電力レベルでの複数の知られてい
るキャリア周波数と、受信された信号の各々を特定の基地局トランスミッタに関連づける
識別情報と、を使用する複数の基地局トランスミッタからの受信ビーコン信号、パイロッ
ト信号、割当て信号などを含む。ブロードキャスト信号測定情報３３４は、受信されそし
て識別されたブロードキャスト信号についての電力レベル測定情報を含む。推定モバイル
位置情報３３６は、推定無線端末１４００位置、関連する予想される不確実性、及び／又
は、ポジション推定に関連する品質ファクタを含む。モバイルフィードバック報告情報３
３８は、受信されそして識別されるブロードキャスト信号に対応する測定情報を含むこと
ができ、この測定情報はその後に、ＷＴ１４００のポジション位置を決定するために(to 
determine a position fix)、ＢＳ１２００によって使用されることができる。いくつか
の実施形態においては、モバイルフィードバック報告情報３３８は、ＷＴ推定モバイル位
置情報３３６を含む。
【００２８】
　ユーザ／デバイス／セッション／リソース情報３４０は、例えば、ＷＴ１４００のピア
ノードとの、通信セッションに関係する情報を含む。情報３４０は、各セッションに関係
する、経路指定情報とリソース要件情報、例えばアップリンクトラフィックセグメント要
求の数を含んでいてもよい。
【００２９】
　システム基地局情報３４２は、複数の組のＢＳ情報、ＢＳ１情報３４４、ＢＳＭ情報３
４６、およびトポロジ情報３４８を含む。システム基地局情報３４２は、特性情報を含ん
でおり、そして、受信されたブロードキャスト信号を評価するときに、識別を達成し、そ
して信号についての送信電力レベルに関連した電力レベルを決定するために、使用される
。ＢＳ１情報３４４は、ビーコン情報３５０、パイロット情報３５２、割当て情報３５４
、周波数情報３５６、および電力情報３５８を含む。ビーコン情報３５０は、識別情報、
例えば、ＢＳ１によって使用されるキャリア周波数の各々によって使用されるビーコンの
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各々についての送信のトーン、タイミング、存続期間、周波数、および電力レベルなど、
を含む。パイロット情報３５２は、ＢＳ１によって使用されるキャリア周波数の各々によ
って使用される各パイロット信号についての送信のトーン、タイミング、周波数、および
電力レベルなど、を含む。割当て情報３５４は、ＢＳ１によって使用されるキャリア周波
数の各々によって使用される割当て信号の各々についての送信のトーン、タイミング、周
波数、および電力レベルなど、を含む。周波数情報３５６は、ＢＳ１によって使用される
各キャリアのキャリア周波数および関連する帯域幅を定義する情報を含む。電力情報３５
８は、使用される各キャリアを送信電力レベルに関連づける情報を含む。トポロジ情報３
４８は、システム中の基地局の各々についてのポジション情報と、様々な基地局間の距離
情報とを、含む。
【００３０】
　図５は、それぞれが３つのキャリア周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３を使用している、２つの例
示のセル、セルＡおよびセルＢ、を説明するために使用される図５００である。（最上部
の、中間の、下方の）図（５０２、５０４、５０６）は、キャリア周波数（ｆ１、ｆ２、
ｆ３）についてのＢＳセルＡ トランスミッタ位置５１０とＢＳセルＢ ＢＳトランスミッ
タ位置５１２との間の距離５０８をそれぞれ表すために、使用されている。各セルが同じ
電力レベルで各キャリア周波数を送信する場合は、平衡ポイントは、各キャリアに対しシ
ステムにおいて同じであり、例えば、２つの基地局トランスミッタの間の中央ポイント５
１４である。さらに、そのようなシステムは、一般に、ＷＴが境界から離れて位置するの
で、干渉を低減させるように構成される。したがって、セルに近くなればなるほど、ＷＴ
は、１つのＢＳから強い信号を受信し、そして、隣接するセルからは弱い信号を受信する
、あるいは信号を受信しない。例えば、セルＡトランスミッタに近い、例示の位置５１６
について考察する；このポイントでＷＴは、セルＡのＢＳトランスミッタから強い信号を
受信し、そして、セルＢのＢＳトランスミッタから弱い信号を受信する、あるいは信号を
受信しない。セルＢトランスミッタに近い、別の例示の位置５１８について考察する：こ
のポイントでＷＴは、セルＢのＢＳトランスミッタから強い信号を受信し、セルＡのＢＳ
トランスミッタから弱い信号を受信する、あるいは信号を受信しない。平衡ポイント５１
４の近くでは、低い受信信号強度と２つのセルの間の干渉は、検出および識別を制限する
かもしれない。このアプローチは、複数の基地局トランスミッタからの信号強度測定に基
づいたポジション位置決めにあまり適していない。
【００３１】
　図６は、それぞれが各セルトランスミッタから異なる電力レベルで送信されている３つ
のキャリア周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３を使用する、２つの例示のセル、セルＡおよびセルＢ
、を説明するために使用される図６００である。異なるセルに対して、同じキャリア周波
数が異なる電力レベルで送信されている。（最上部の、中間の、下方の）図（６０２、６
０４、６０６）は、キャリア周波数（ｆ１、ｆ２、ｆ３）についてのＢＳセルＡ トラン
スミッタ位置６１０とＢＳセルＢ ＢＳトランスミッタ位置６１２との間の距離６０８を
それぞれ表すために使用されている。平衡ポイントは、各キャリアに対しシステムにおい
て異なり、例えば、各周波数に対し２つのキャリア間の異なるポイントであり、そこでは
、観察される受信電力(observed received powers)が平衡する。キャリア（ｆ１、ｆ２、
ｆ３）を使用することから電力レベル受信信号についての平衡ポイントは、それぞれポイ
ント（６１４、６１４’、６１４”）として表される。したがって、セル間の異なる位置
で、異なる関係が、１つより多くのセルから受信されるブロードキャスト信号を得る機会
をより多く提供する２つの基地局間の電力レベルの観点から存在することになる。例えば
、例示の位置６１６で、ＷＴは、キャリア周波数ｆ１およびｆ２を使用するセルＡのＢＳ
から強い信号を受信し、キャリア周波数ｆ３を使用するセルＢのＢＳから強い信号を受信
する。例示の位置６１８で、ＷＴは、キャリア周波数ｆ１を使用するセルＡのＢＳから強
い信号を受信し、キャリア周波数ｆ２およびｆ３を使用するセルＢから強い信号を受信す
る。異なる電力レベルを使用するキャリア多様性のこのアプローチは、複数の（multiple
）基地局トランスミッタからの信号強度測定に基づいたポジション位置決めによく適して
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いる。
【００３２】
　図１０は、本発明に従って、例示の無線通信システムにおける無線端末を動作させる(o
perating)例示の方法のフローチャート１０００の図である。その例示の方法は、ステッ
プ１００２において始まり、ここで、無線端末は、電源投入されそして初期化される。動
作(operation)は、開始ステップ１００２からステップ１００４へと進む。ステップ１０
０４において、無線端末は、複数の（multiple）キャリアの各々に同調するように動作さ
せられる(is operated)。各キャリアを用いて、無線端末は、無線端末が検出することが
できる複数の（multiple）基地局の各々からそのキャリア上で信号の受信電力を測定する
。例えば、２つのキャリア、ＡおよびＢが、存在し、無線端末が、３つの基地局１、２、
および３によって取り囲まれていると仮定する。無線端末は、先ずキャリアＡに同調し、
基地局１、２、および３からのキャリアＡ上の信号の、ＰＡ，１、ＰＡ，２、ＰＡ，３と
して示される、受信電力を測定する。次いで、無線端末は、キャリアＢに同調し、基地局
１、２、および３からのキャリアＢ上の信号の、ＰＢ，１、ＰＢ，２、ＰＢ，３として示
される、受信電力を測定する。
【００３３】
　動作は、ステップ１００４からステップ１００６へと進む。無線端末は、複数の（mult
iple）基地局の各々からの受信電力の最も信頼できる測定(the most reliable measureme
nt)を決定する。異なる基地局の場合、最も信頼できる測定は、異なるキャリアからであ
るかもしれない。上記の例を続けて、基地局１からのキャリアＡ上の信号が、同じ基地局
１からのキャリアＢ上の信号よりもより信頼できると仮定する。したがって、基地局１か
らの受信信号の最も信頼できる測定は、キャリアＡ上にある:ＰＡ，１。同様に、基地局
２からのキャリアＢ上の信号が、同じ基地局２からのキャリアＡ上の信号よりも信頼でき
ると仮定する。したがって、基地局２からの受信信号の最も信頼できる測定は、キャリア
Ｂ上にある：ＰＢ，２。基地局３からのキャリアＢ上の信号が同じ基地局３からのキャリ
アＡ上の信号よりも信頼できるものと仮定する。したがって、基地局３からの受信信号の
最も信頼できる測定は、キャリアＢ上にある:ＰＢ，３。
【００３４】
　ステップ１００８において、無線端末は、複数の（multiple）基地局の相対的送信電力
を決定する。相対的送信電力は、システム中の基地局の知られている数字あるいは送信電
力であり得る共通の電力に対して相対的である。各基地局にとって、関心のある送信電力
(transmission power of interest)は、最も信頼できる測定が行われるキャリア中で信号
を送信するために使用される送信電力である。上記の例においては、無線端末は、キャリ
アＡ上の基地局１についての、キャリアＢ上の基地局２についての、そしてキャリアＢ上
の基地局３についての、相対的電力を決定することになっている。一実施形態においては
、無線端末は、ある事前に記憶された知識から、相対的送信電力に関する情報を取得する
ことができる。例えば、基地局１および２は、キャリアＡ上の送信電力がキャリアＢ上の
送信電力よりも６ｄＢ高い第１のタイプのものであってもよいし、一方、基地局３は、キ
ャリアＢ上の送信電力がキャリアＡ上の送信電力よりも６ｄＢ高い第２のタイプのもので
あってもよい。さらに先験的情報(apriori information)を用いて、無線端末は相対的送
信電力を決定できる。他の実施形態においては、各基地局は、各キャリアにおいてその送
信電力情報をブロードキャストすることができ、そしてそれによって無線端末は、そのブ
ロードキャストメッセージから相対的電力情報を取得することができる。
【００３５】
　ステップ１０１０において、無線端末は、測定された受信電力と、送信電力の決定され
た比率とからチャネル利得の比率を計算する；チャネル利得は、基地局と無線端末との間
のチャネル利得である。基地局１から無線端末へのチャネル利得をＧ１で、基地局２から
無線端末へのチャネル利得をＧ２で、基地局３から無線端末へのチャネル利得をＧ３で示
す。上記の例を続ける。関心のあるキャリア上の相対的送信電力は、基地局１においてＴ

Ａ，１であり、基地局２においてＴＢ，２であり、そして基地局３においてＴＢ，３であ
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ることを示す。次いで、チャネル利得Ｇ１／Ｇ２の比率は、（ＴＡ，１／ＰＡ，１）／（
ＴＢ，２／ＰＢ，２）によって計算され、チャネル利得Ｇ２／Ｇ３の比率は、（ＴＢ，２

／ＰＢ，２）／（ＴＢ，３／ＰＢ，３）によって計算される。
【００３６】
　ステップ１０１２において、無線端末は、複数の（multiple）基地局の地理的位置情報
を含むデータベースへのアクセス権を有するネットワークエンティティ（network entity
）に、チャネル利得の比率の情報を送信する。ネットワークエンティティは、例えば無線
信号電力伝搬モデルに従ってチャネル利得の計算された比率の制約条件(constraint)を満
たす地理的位置区域を指定する地理的位置情報を決定するために、チャネル利得の報告さ
れた比率を使用する。ステップ１０１４において、無線端末は、ネットワークエンティテ
ィから、その地理的位置情報を取得する。
【００３７】
　ステップ１０１２は、無線端末それ自体が地理的位置情報を有する場合にはスキップさ
れてもよい。例えば、地理的位置情報は、無線端末のメモリに事前に記憶されていてもよ
く、あるいは、無線端末によって受信されるべき信号でブロードキャストされてもよい。
その場合には、無線端末は、例えば無線信号電力伝搬モデルに従ってチャネル利得の計算
された比率の制約条件を満たす地理的位置区域を指定する地理的位置情報を決定するため
に、チャネル利得の計算された比率を使用する。
【００３８】
　図１０は、本発明に従って、位置決定動作を行うように無線通信デバイスを動作させる
例示の方法のフローチャート１１００の図である。例えば、無線通信デバイスは、本発明
に従って実施される、例示のＯＦＤＭ多重アクセススペクトル拡散無線通信システム中に
おける無線端末、例えばモバイルノード、であってもよい。例示の方法は、ステップ１１
０１において始まり、ここで無線通信デバイスは、電源投入されそして初期化される。動
作は、開始ステップ１１０１からステップ１１０２へと進む。ステップ１１０２において
、無線通信デバイスは、第１、第２、および第３の基地局からそれぞれ第１、第２、およ
び第３の信号を受信し、そして、第１、第２、および第３の受信された信号の受信電力を
測定するように、動作させられる。いくつかの実施形態においては、前記第１、第２、お
よび第３の信号のうちの少なくとも２つは、異なるキャリア周波数に対応する。いくつか
の実施形態においては、前記第１、第２、および第３の基地局の少なくともいくつかは、
ダウンリンク信号についての複数の（multiple）キャリア周波数をサポートする。このよ
うないくつかの実施形態においては、サブステップ１１０４、１１０６、および１１０８
のうちの少なくとも１つが実行される。
【００３９】
　サブステップ１１０４において、無線通信デバイスは、第１の基地局から異なるキャリ
アに対応する第１の複数の信号を受信し、そして、第１の信号であるべき(to be the fir
st signal)前記第１の複数の信号のうちの最も信頼できる、例えば最も強い、信号を選択
するように、動作させられる。サブステップ１１０６において、無線通信デバイスは、第
２の基地局から異なるキャリアに対応する第２の複数の信号を受信し、そして、第２の信
号であるべき前記第２の複数の信号のうちの最も信頼できる、例えば最も強い、信号を選
択するように、動作させられる。サブステップ１１０８において、無線通信デバイスは、
第３の基地局から異なるキャリアに対応する第３の複数の信号を受信し、そして、第３の
信号であるべき前記第３の複数の信号のうちの最も信頼できる、例えば最も強い、信号を
選択するように動作させられる。
【００４０】
　動作は、ステップ１１０２からステップ１１１０へと進む。ステップ１１１０において
、無線通信デバイスは、少なくとも２つのチャネル利得比を決定するように動作させられ
る。少なくとも２つのチャネル利得比は、第１のチャネル利得比と第２のチャネル利得比
とを含む。第１のチャネル利得比は、第２のチャネル利得に対する第１のチャネル利得の
比率である。第１のチャネル利得は、第１の基地局と無線通信デバイスとの間のチャネル
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利得であり：第２のチャネル利得は、第２の基地局と無線通信デバイスとの間のチャネル
利得である。第３のチャネル利得は、第３の基地局と無線通信デバイスとの間のチャネル
利得である。ステップ１１１０は、サブステップ１１１２とサブステップ１１１８とを含
む。サブステップ１１１２において、無線通信デバイスは、第１、第２、および第３の信
号の相対的送信電力を示す情報を取得するように動作させられる。サブステップ１１１２
は、２つの例示の代替実施形態、サブステップ１１１４とサブステップ１１１６、とを示
している。
【００４１】
　サブステップ１１１４において、無線通信デバイスは、相対的送信電力関係を示す記憶
された情報１１３０にアクセスする。例えば、いくつかの実施形態においては、異なる基
地局の間の相対的送信電力レベルは、あらかじめ決定されており、そして、このようなあ
らかじめ決定された電力関係情報は、無線通信デバイスに記憶される。いくつかの実施形
態においては、同じ基地局についての異なるキャリアは、異なる相対的電力レベル、例え
ば異なる固定のあらかじめ決定された(different fixed predetermined)電力レベルを有
する。
【００４２】
　あるいは、サブステップ１１１６において、無線通信デバイスは、送信電力及び／又は
相対的送信電力の情報を示すブロードキャスト情報１１３２、を受信する。いくつかの実
施形態においては、無線通信デバイスは、第１の基地局によって使用される送信電力レベ
ルについてのブロードキャスト情報、第２の基地局によって使用される送信電力レベルに
ついてのブロードキャスト情報、そして第３の基地局によって使用される送信電力につい
てのブロードキャスト情報を受信する。このようないくつかの実施形態においては、第１
、第２、および第３の送信電力レベルについてのブロードキャスト情報は、第１、第２、
および第３の基地局のうちの単一の基地局によって送信される。いくつかの実施形態にお
いては、各基地局は、基地局が使用している送信電力レベルについての電力情報を送信す
る。様々な実施形態においては、送信される電力レベル情報は、送信される信号電力であ
る。いくつかの実施形態においては、送信される電力レベル情報は、別の基地局によって
使用される送信電力レベルに対し相対的な相対的電力レベルである。いくつかの実施形態
においては、送信される電力レベル情報は、無線通信デバイスに知られている基準値(ref
erence value)に対しての相対的電力レベルである。
【００４３】
　動作は、サブステップ１１１２からサブステップ１１１８へと進む。サブステップ１１
１８においては、無線通信デバイスは、第１、第２、および第３の信号の受信された電力
測定値と、相対的送信電力を示す取得された情報とを使用して少なくとも２つのチャネル
利得比を計算するように動作させられる。
【００４４】
　動作は、ステップ１１１０からステップ１１２０へと進む。ステップ１１２０において
、無線端末は、前記少なくとも２つの決定されたチャネル利得比に対応する地理的区域を
決定するように動作させられる。ステップ１１２０は、２つの代替的な例示のインプリメ
ンテーション(implementation)：（ｉ）サブステップ１１２２およびサブステップ１１２
６、そして、（ｉｉ）サブステップ１１２４およびサブステップ１１２８、を示している
。サブステップ１１２２において、無線通信デバイスは、計算された第１および第２のチ
ャネル利得比１１３４をネットワークノードに伝えるように動作させられる。次いで、ス
テップ１１２６において、無線通信デバイスは、そのネットワークノードから、チャネル
利得比情報に基づいた地理的位置情報１１３６、例えば、無線通信デバイスの地理的ポジ
ション位置の決定(geographic position fix)および関連する不確実性情報、を受信する
。あるいは、サブステップ１１２４において、無線通信デバイスは、記憶された基地局位
置情報１１３８にアクセスするように動作させられる。次いでサブステップ１１２８にお
いて、無線通信デバイスは、取り出された基地局位置情報と計算されたチャネル利得比と
を使用して、地理的位置情報、例えば、無線通信デバイスの地理的ポジション位置の決定
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および関連する不確実性情報、を決定するように動作させられる。
【００４５】
　図１１は、本発明に従って実施される、例示の無線端末２２００、例えばモバイルノー
ドの図である。例示の無線端末２２００は、例えば複数の基地局を含むスペクトル拡散多
元アクセス（spread spectrum multiple access）直交周波数分割多重化（orthogonal fr
equency division multiplexing）（ＯＦＤＭ）無線通信システム中における例示の無線
端末である。例示の無線端末２２００は、地理的位置決め機能を含んでおり、例えば、Ｗ
Ｔ２２００は、少なくとも２つの異なるキャリア周波数を使用する３つ以上の基地局から
の受信信号に基づいてその地理的位置区域を決定する。無線端末２２００は、様々な要素
がデータおよび情報を交換できるバス１２１１を経由して一緒に結合されたＯＦＤＭレシ
ーバ１２０２、ＯＦＤＭトランスミッタ１２０４、プロセッサ１２０６、ユーザＩ／Ｏデ
バイス１２０８、およびメモリ１２１０を含む。
【００４６】
　レシーバ１２０２は、無線端末が複数の基地局からダウンリンク信号を受信することが
できる受信アンテナ１２０３に結合されている。レシーバ１２０２は、第１、第２、およ
び第３の基地局から第１、第２、および第３の信号（１２４８、１２５４、１２６０）を
それぞれ受信する。受信された（第１の信号１２４８、第２の信号１２５４、第３の信号
１２６０）は、各々キャリア周波数（１２５２、１２５８、１２６４）に関連づけられ、
ここでそれらのキャリア周波数のうちの少なくとも２つは異なっている。例えば、第１の
信号１２４８に対応するキャリア１２５２は、第２の信号１２５４に対応するキャリア１
２５８とは異なっているかもしれない。いくつかの実施形態においては、レシーバ１２０
２は、１つまたは複数の基地局ブロードキャスト電力レベル情報１２８２と地理的位置情
報１２７６とを受信する。レシーバ１２０２は、受信されたダウンリンク信号を復号化す
るためのデコーダ１２１６を含む。
【００４７】
　トランスミッタ１２０４は、無線端末２２００がそれを経由してアップリンク信号を基
地局に送信する送信アンテナ１２０５に結合される。いくつかの実施形態においては、ト
ランスミッタはチャネル利得比報告１２７４、例えば少なくとも２つのチャネル利得比を
含む組、を基地局に送信する。トランスミッタ１２０４は、アップリンク信号を符号化す
るためのエンコーダ１２１８を含む。いくつかの実施形態においては、同じアンテナがレ
シーバ１２０２とトランスミッタ１２０４のために使用される。ユーザＩ／Ｏデバイス１
２０８、例えば、マイクロフォン、キーパッド、キーボード、カメラ、マウス、スイッチ
、ディスプレイ、スピーカなどが、ユーザデータおよび情報を入力／出力し、様々なユー
ザアプリケーションを制御し、そして、様々な機能の実施を指示する、例えば呼出しを開
始する、ために、無線端末２２００のオペレータによって使用される。
【００４８】
　メモリ１２１０は、ルーチン１２１２とデータ／情報１２１４とを含む。プロセッサ１
２０６、例えばＣＰＵは、無線端末２２００の動作を制御しそして本発明の方法を実施す
るために、ルーチン１２１２を実行し、そしてメモリ１２１０中のデータ／情報１２１４
を使用する。ルーチン１２１２は、通信ルーチン１２２０と無線端末制御ルーチン１２２
２とを含む。通信ルーチン１２２０は、無線端末２２００によって使用される様々な通信
プロトコルを実施する。無線端末制御ルーチン１２２２は、電力測定モジュール１２２４
と、選択モジュール１２２６と、相対的送信電力決定モジュール１２２８とチャネル利得
比モジュール１２３０と、地理的区域決定モジュール１２３２とを含む。いくつかの実施
形態においては、無線端末制御ルーチン１２２２はまた、チャネル利得比報告モジュール
１２３１も含む。
【００４９】
　電力測定モジュール１２２４は、複数の基地局からの信号の受信電力を測定する。異な
る受信信号は異なるキャリア周波数を使用することができ、そして、電力測定モジュール
は、いくつかの実施形態において、例えば、異なる時に(at different times)異なる可能
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性のある異なるキャリアに同調するために、レシーバ１２０２におけるキャリア設定のス
イッチングを制御する。いくつかの実施形態においては、レシーバ１２０２は複数の（mu
ltiple）ＲＦチェーンを含んでおり、例えば、同時に同調させられ受信されるべき２つの
キャリアをサポートする。いくつかの実施形態においては、電力が測定されている受信信
号は、ＯＦＤＭビーコン信号である。ＯＦＤＭビーコン信号は、３つのＯＦＤＭ送信シン
ボル期間よりも短い時間間隔にわたっての高電力単一トーン信号(high power single ton
e signal)である。ビーコントーンの送信電力は、送信された信号の平均トーン当たり送
信電力(average per-tone transmission power)よりも少なくとも３ｄＢ高い。電力測定
モジュール１２２４は、第１の基地局からの受信信号１２４２からの１つまたは複数の信
号、第２の基地局からの受信信号１２４４からの１つまたは複数の信号、および第３の基
地局からの受信信号１２４６からの１つまたは複数の信号、の受信電力を測定する。選択
モジュール１２２６は、第１の基地局からの測定された受信信号１２４２のうちの１つを
第１の信号１２４８として、第２の基地局からの測定された受信信号１２４４のうちの１
つを第２の信号１２５４として、そして第３の基地局からの測定された受信信号１２４６
のうちの１つを第３の信号１２６０として、指定する。このように、電力測定モジュール
１２２４は、第１の信号１２４８、第２の信号１２５４、および第３の信号１２６０の受
信電力を測定し、それぞれ、受信電力（１２５０、１２５６、１２６２）を取得する。
【００５０】
　上記に説明されたように、前記第１、第２、および第３の基地局のうちの少なくとも１
つが複数のダウンリンクキャリア（multiple down link）をサポートするとき、選択モジ
ュール１２２６は、複数の測定された受信信号の中から、第１、第２、および第３の信号
として指定するのがどの信号かを選択する。例えば、第１の基地局からの受信信号１２４
２は、複数のキャリア、例えば２つまたは３つ、からの信号を含む可能性があり、そして
、選択モジュール１２２６は、最も高い信頼性を有する受信信号、例えば最も強いもの、
を第１の信号１２４８として使用するように選択する。同様な選択は、第２の基地局から
の受信信号１２４４、および、第３の基地局からの受信信号１２４６、に関して行われる
ことができる。いくつかの実施形態においては、第１の信号１２４８、第２の信号１２５
４、および第３の信号１２６０、のうちの少なくとも２つが、異なるキャリア周波数に対
応するように選択されるように、選択モジュール１２２６はインプリメントされる。
【００５１】
　相対的送信電力決定モジュール１２２８は、第１の信号と、第２の信号と、第３の信号
との間の相対的送信電力、例えば、相対的決定送信電力情報（relative determined tran
smission power information）１２６６を決定する。いくつかの実施形態においては、電
力情報、例えば相対的送信電力決定モジュール１２２８によって使用される電力情報１２
９６は、各基地局の各サポートされるキャリアに対応する無線端末の中に記憶される。い
くつかの実施形態においては、１つまたは複数の基地局は、例えば、個々の基地局に関連
する送信電力レベル、及び／又は、別の基地局あるいは基準レベルに対しての相対的送信
電力レベル、を信号で伝えて(signaling)、電力レベル情報をブロードキャストする。そ
のようなブロードキャスト電力レベル情報は、受信ＢＳブロードキャスト電力レベル情報
(received BS broadcast power level information)１２８２としてＷＴ２２００によっ
て受信され、そして、相対的送信電力レベル決定モジュール１２２８によって使用される
。
【００５２】
　チャネル利得比モジュール１２３０は、地理的位置決定に対応して決定されている少な
くとも２つのチャネル利得比(channel gain ratios)を用いてチャネル利得比１２６８を
決定し、前記の少なくとも２つのチャネル利得比は、第１のチャネル利得比１２７０と第
２のチャネル利得比１２７２とを含んでいる。第１のチャネル利得比は、第１のチャネル
利得と第２のチャネル利得との間のチャネル利得比である。第１のチャネル利得は、第１
の基地局と無線端末との間のチャネル利得であり；第２のチャネル利得は、第２の基地局
と無線端末との間のチャネル利得である。第３のチャネル利得は、第３の基地局と無線端
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末との間のチャネル利得である。第２のチャネル利得比は、第１のチャネル利得と第３の
チャネル利得との間のチャネル利得比、あるいは第２のチャネル利得と第３のチャネル利
得との間のチャネル利得比、であってもよい。
【００５３】
　いくつかの実施形態においては、ＷＴ２２００はチャネル利得比報告モジュール(chann
el gain ratio reporting module)１２３１を含んでおり、チャネル利得比報告モジュー
ルは、トランスミッタ１２０４を経由して送信されそして地理的位置決め処理動作(geogr
aphic location processing operations)を行うネットワークノード、例えば、基地局ま
たはコアノード、に向け送られる(directed)１つまたは複数のチャネル利得比報告１２７
４に、該比（１２７０、１２７１）をフォーマットする(format)。
【００５４】
　地理的区域決定モジュール(Geographic area determination module)１２３２は、少な
くとも２つの決定されたチャネル利得比の組に対応する地理的区域を決定する。いくつか
の実施形態においては、レシーバ１２０２は、送信された第１および第２の利得比報告１
２７４に基づいて地理的位置情報１２７６を受信する、そして、無線端末についての地理
的区域位置推定(geographic area location estimation)、ＷＴ位置区域情報１２７８、
を取得するために受信された地理的位置情報１２７６を処理する。いくつかの他の実施形
態においては、地理的区域決定モジュール１２３２は、無線端末についての地理的区域位
置推定、ＷＴ位置区域情報１２７８、を決定するために、決定されたチャネル利得比１２
７０、１２７２と共に(in conjunction with)、記憶されたＢＳ位置情報、例えば、ＢＳ
１位置情報１２９８を含むＢＳ位置情報の組、を使用する。
【００５５】
　データ／情報１２１４は、端末識別子１２３４と、基地局識別情報１２３６と、データ
１２３８と、ユーザ／デバイス／セッション／リソース情報１２４０と、第１の基地局か
らの受信信号１２４２と、第２の基地局からの受信信号１２４４と、第３の基地局からの
受信信号１２４６と、相対的決定送信電力情報１２６６と、決定されたチャネル利得比１
２６８と、無線位置区域情報１２７８と、システム基地局情報１２８４とを含む。端末識
別子１２３４は、例えば、接続ポイントとして使用されている基地局に対応する基地局割
り当てユーザ識別子(base station assigned user identifier)である。そこからダウン
リンク信号が受信されている第１、第２、および第３の基地局を識別し、そして、例えば
無線通信システム中の複数の基地局の中から、位置決定を実施するために処理される情報
を、ＢＳ識別情報１２３６は含む。データ１２３８は、例えば、音声データ、オーディオ
データ、画像データ、テキストデータ、ファイルデータなどの、ユーザデータ／情報であ
る。データ１２３８は、通信セッションにおいて交換されるデータと、アプリケーション
データとを含む。ユーザ／デバイス／セッション／リソース情報１２４０は、ＷＴ２２０
０との通信セッションにおいてピアノードを識別する情報と、デバイス制御設定のような
デバイス特有の情報と、通信セッション情報と、経路指定情報と、アドレス指定情報と、
そして、エアリンクリソース情報、例えばＷＴ２２００に割り当てられたアップリンクお
よびダウンリンクのチャネルセグメント、とを含む。
【００５６】
　１つまたは複数のキャリアに対応する受信信号を含み得る、第１の基地局からの受信信
号１２４２は、受信電力１２５０と関連するキャリア１２５２とを有する第１の信号１２
４８を含む。１つまたは複数のキャリアに対応する受信信号を含み得る、第２の基地局か
らの受信信号１２４４は、受信電力１２５６と関連するキャリア１２５８とを有する第２
の信号１２５４を含む。１つまたは複数のキャリアに対応する受信信号を含み得る、第３
の基地局からの受信信号１２４６は、受信電力１２６２と関連するキャリア１２６４とを
有する第３の信号１２６０を含む。相対的決定送信電力情報(relative determined trans
mission power information)１２６６は、モジュール１２２８の出力であり、チャネル利
得比モジュール１２３０により入力として使用される。決定されたチャネル利得比１２６
８は、少なくとも比１ １２７０と比２ １２７２とを含んでおり、そして、チャネル利得
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比モジュール１２３０の出力である。ＷＴ位置区域情報１２７８は、地理的区域決定モジ
ュール１２３２の出力である。
【００５７】
　システム情報１２８４は、複数の組の基地局情報（ＢＳ１情報１２８６、...、ＢＳＭ
情報１２８８）を含む。ＢＳ１情報１２８６は、ビーコン情報１２９０と、パイロット情
報１２９２と、そして、周波数／タイミング情報１２９４とを含む。いくつかの実施形態
においては、ＢＳ１情報１２８６は、１つまたは複数の電力情報１２９６と、基地局位置
情報１２９８とを含む。ビーコン情報は、ＢＳ１についての各キャリアに対し使用される
ビーコンに関連する情報、例えば、使用されるトーン、繰り返しダウンリンクタイミング
構造(repetitive downlink timing structure)におけるＯＦＤＭシンボル送信時間間隔イ
ンデックス値、を含む。パイロット情報１２９２は、ＢＳ １によって使用されるパイロ
ット信号に関連する情報、例えば、ＢＳ１が複数の基地局の中から区別されることを可能
にする、ＢＳ１によって使用されるパイロット信号パターンに関連するオフセット値及び
／又はスロープ値を含む。周波数／タイミング情報１２９４は、ＢＳ１によって使用され
るキャリア周波数を識別する情報と、例えばＯＦＤＭシンボル送信時間間隔情報を含む、
ＢＳ１によって使用されるトーンブロック、トーンの数、トーンホッピングパターン（to
ne hopping pattern）、および繰り返しタイミング構造を識別する情報と、複数の（mult
iple）ＯＦＤＭシンボル送信時間間隔のグループ分けの情報とを含む。電力情報１２９６
は、ＢＳ１のキャリアの各々を使用する送信される信号に関連する記憶された電力レベル
及び／又は相対的電力レベルの情報を含む。いくつかの実施形態においては、同じ基地局
からの異なるダウンリンクキャリアは、異なる送信電力レベルを有する。電力情報１２９
６はまた、ＢＳ１送信電力レベルをシステム中の他のＢＳ、例えば隣接する基地局、に関
係づける相対的電力レベル情報を含むこともできる。ＢＳ位置情報１２９８は、基地局１
の位置を識別する情報を含む。
【００５８】
　いくつかの実施形態においては、無線端末２２００は、１つまたは複数の、チャネル利
得比報告１２７４、受信された地理的位置情報１２７６、および受信された基地局ブロー
ドキャスト電力レベル情報１２８２を含む。チャネル利得比報告１２７４は、決定された
チャネル利得比１２６８を使用して、チャネル利得比報告モジュール１２３１によって生
成される。受信された地理的位置情報１２７６は、ネットワークノード、例えば、送信さ
れたチャネル利得比報告１２７４を使用して位置決定処理を行う基地局またはコアノード
、からの応答である。受信された基地局ブロードキャスト電力レベル情報１２８２は、個
別基地局送信電力レベル情報、及び／又は、別の基地局に関するあるいは基準レベルに関
する相対的基地局送信電力レベル情報、を含む。
【００５９】
　本発明の方法は、一般に、セクタ化されていない基地局の状況の中で説明されてきてい
る。本発明の技術は、セクタ化された基地局、及び／又は、セル、を実施するシステムに
も同様に適用可能である。セクタ化されたシステムにおいては、各セクタトランスミッタ
は、基地局トランスミッタに関して前述されるように取り扱われることができ、そして、
デバイスの位置は、異なるセクタトランスミッタからの受信信号から識別されることがで
きる。本発明を実施するセクタ化されたシステムにおいては、各セクタは、通常、異なる
電力レベルを有する複数の（multiple）キャリア周波数を使用して送信する。複数の（mu
ltiple）セクタトランスミッタ、例えば、同じまたは異なる基地局／セルに対応するセク
タトランスミッタ、からの信号は、単一の基地局トランスミッタの場合においてと丁度同
じように測定されることができ；セクタトランスミッタは識別されることができ;そして
、基地局／セクタ位置情報から決定される位置は、信号強度情報と組み合わせて使用され
る。
【００６０】
　様々な実施形態においては、ここで説明されるノードは、本発明の１つまたは複数の方
法に対応するステップ、例えば、信号処理ステップ、メッセージ生成ステップ、及び／又
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は、送信ステップ、を実行する１つまたは複数のモジュールを使用して実施される。した
がって、いくつかの実施形態においては、本発明の様々な特徴は、モジュールを使用して
実施される。そのようなモジュールは、ソフトウェア、ハードウェア、あるいはソフトウ
ェアとハードウェアの組合せを使用して実施されてよい。上記説明された方法あるいは方
法ステップの多くは、例えば、１つまたは複数のノードにおいて、上記説明された方法の
全部または部分を実施するために、機械、例えば、更なるハードウェアを備えた又は備え
ない汎用コンピュータ、を制御する、メモリデバイス、例えば、ＲＡＭ、フロッピー（登
録商標）ディスクなど、のような機械読取り可能媒体の中に含まれる、機械実行可能イン
ストラクション、例えばソフトウェア、を使用して実施されることができる。従って、と
りわけ、本発明は、機械、例えばプロセッサおよび関連するハードウェア、に上記説明さ
れた方法(method(s))の１つまたは複数のステップを実行させるための機械実行可能イン
ストラクションを含んでいる機械読取り可能媒体を対象としている。
【００６１】
　ＯＦＤＭシステムの状況で説明されているが、本発明の少なくともいくつかの方法およ
び装置は、多くの他の周波数分割多重化システムおよび非ＯＦＤＭシステム、および／ま
たは、非セルラシステムを含む、広範囲の通信システムに対して適用可能である。本発明
の方法および装置の多くはまた、マルチセクタマルチセル無線通信システム(multi-secto
r multi-cell wireless communications system)の状況でも適用可能である。
【００６２】
　上記に説明された本発明の方法および装置に関する多くの更なる変形は、本発明の上記
説明を考慮すると、当業者にとっては明らかであろう。そのような変形は、本発明の範囲
内にあると考えられるべきである。本発明の方法および装置は、ＣＤＭＡ、直交周波数分
割多重化（ＯＦＤＭ）、及び／又は、アクセスノードとモバイルノードとの間に無線通信
リンクを提供するために使用され得る様々な他のタイプの通信技術、と共に、使用される
ことができ、そして様々な実施形態において使用される。いくつかの実施形態においては
、アクセスノードは、ＯＦＤＭ及び／又はＣＤＭＡを使用してモバイルノードとの通信リ
ンクを確立する基地局として実施される。様々な実施形態においては、モバイルノードは
、本発明の方法を実施するための、ノートブックコンピュータ、携帯型個人情報端末（Ｐ
ＤＡ）、あるいは、レシーバ／トランスミッタ回路およびロジックおよび／またはルーチ
ンを含む他のポータブルデバイス、として実施される。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明に従って実施される、キャリア多様性を使用した無線通信システムにおけ
る３つの例示の基地局を示す図である。
【図２】本発明に従って実施され、本発明の方法を使用する、例示のシステムの図である
。
【図３】本発明に従って実施され、本発明の方法を使用する、例示の基地局（アクセスノ
ード）の図である。
【図４】本発明に従って実施される例示の無線端末、例えばモバイルノードを示す図であ
る。
【図５】各々が３つのキャリア周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３を使用する２つの例示のセル、セ
ルＡおよびセルＢ、を説明するために使用される図である。
【図６】各々が、各セルトランスミッタから異なる電力レベルで送信される３つのキャリ
ア周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３を使用する２つの例示のセル、セルＡおよびセルＢ、を説明す
るために使用される図である。
【図７】本発明に従って例示のシステム中において使用され得る無線端末位置決めを行う
例示の方法を説明する図である。
【図８】本発明に従って例示のシステム中において使用され得る無線端末位置決めを行う
例示の方法を説明する図である。
【図９】本発明に従って例示の無線通信システムにおいて無線端末を動作させる例示の方
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法のフローチャート図である。
【図１０】本発明に従って位置決定動作を行う無線通信デバイスを動作させる例示の方法
のフローチャート図である。
【図１１】本発明に従って実施される例示の無線端末、例えばモバイルノード、の図であ
る。

【図１】 【図２】
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