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(57)【要約】
【課題】ワイヤレス通信システムが担当する地理的区域
において動作するワイヤレス・デバイスの位置を検出す
るために、ワイヤレス位置検出システム（ＷＬＳ）が採
用する方法およびシステムを提供する。
【解決手段】方法の一例は、ワイヤレス通信システムの
シグナリング・リンク集合を監視し、既定のシグナリン
グ・リンクの少なくとも１つにおいて行われる既定のシ
グナリング・トランザクションを検出するステップを含
む。次いで、少なくとも１つの既定のネットワーク・ト
ランザクションに応答して、少なくとも１つの既定の位
置検出サービスをトリガする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス位置検出システム（ＷＬＳ）が用いて、ワイヤレス通信システムが担当する
地理的区域において動作しているワイヤレス・デバイスの位置を検出する方法であって、
　前記ワイヤレス通信システムの既定のシグナリング・リンク集合を監視するステップで
あって、前記既定のシグナリング・リンクは、少なくとも、基地局コントローラ（ＢＳＣ
）と移動体交換センタ（ＭＳＣ）との間のＡリンクと、ＧＳＭ－ＭＡＰリンクとを含む、
ステップと、
　前記既定のシグナリング・リンクの少なくとも１つにおいて発生する、予め設定したト
リガを伴う、少なくとも１つの既定のネットワーク・トランザクションを検出するステッ
プと、
　既定のトリガを伴う前記少なくとも１つの既定のネットワーク・トランザクションの検
出に応答して、少なくとも１つの既定の位置検出サービスを開始するステップと、
を備えている、方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、前記既定のシグナリング・リンクは、基地送受信局（Ｂ
ＴＳ）と基地局コントローラ（ＢＳＣ）との間にあるエービス・リンクを含む、方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、前記既定のシグナリング・リンクは、更に、ワイヤレス
・デバイスと基地送受信局（ＢＴＳ）との間にある少なくとも１つの無線リンクを含む、
方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、前記既定のシグナリング・リンクはＩｕｂリンクを含む
、方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、前記既定のシグナリング・リンクは、Ｉｕ－ＰＳリンク
を含む、方法。
【請求項６】
　請求項１記載の方法において、前記既定のシグナリング・リンクは、Ｉｕ－ＣＳリンク
を含む、方法。
【請求項７】
　請求項１記載の方法において、前記無線リンクの監視は、ＲＡＣＨおよびＳＤＣＣＨ輸
送メッセージを受信することを含む、方法。
【請求項８】
　請求項１記載の方法において、前記監視するステップは、前記ワイヤレス・デバイスお
よび前記ワイヤレス通信システムの動作が前記監視による影響を受けないように、前記既
定のリンク集合を受動的に監視することを含む、方法。
【請求項９】
　請求項１記載の方法において、当該方法を前記ＷＬＳによって実行し、前記ＷＬＳを前
記ワイヤレス通信システム上に重畳する、方法。
【請求項１０】
　請求項１記載の方法において、前記少なくとも１つの既定の位置検出サービスは、高精
度で前記ワイヤレス・デバイスの位置を検出することを含む、高精度サービスである、方
法。
【請求項１１】
　請求項１０記載の方法において、前記高精度サービスは、複数位置測定ユニット（ＬＭ
Ｕ）およびアップリンク到達時間差（ＴＤＯＡ）アルゴリズムの使用を含む、方法。
【請求項１２】
　請求項１０記載の方法において、前記高精度サービスは、少なくとも１つの位置測定ユ
ニット（ＬＭＵ）およびアップリンク到達角度（ＡｏＡ）アルゴリズムの使用を含む、方
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法。
【請求項１３】
　請求項１０記載の方法において、前記高精度サービスは、複数位置測定ユニット（ＬＭ
Ｕ）ならびにアップリンク到達時間差（ＴＤＯＡ）および到達角度（ＡｏＡ）混成アルゴ
リズムの使用を含む、方法。
【請求項１４】
　請求項１記載の方法において、前記少なくとも１つの既定の位置検出サービスは、低精
度で前記ワイヤレス・デバイスの位置を検出することを含む低精度サービスである、方法
。
【請求項１５】
　請求項１４記載の方法において、前記低精度サービスは、前記移動体デバイスの地理的
位置を判定するために、無線ネットワーク・モニタ（ＲＮＭ）およびセルのグローバル・
アイデンティティ（ＣＧＩ）に基づく位置検出方法の使用を含む、方法。
【請求項１６】
　請求項１４記載の方法において、前記低精度サービスは、前記移動体デバイスの位置を
検出するために、無線ネットワーク・モニタ（ＲＮＭ）ならびにセル・グローバル・アイ
デンティティおよびタイミング進み（ＣＧＩ＋ＴＡ）方法の使用を含む、方法。
【請求項１７】
　請求項１４記載の方法において、前記低精度サービスは、担当セル－ＩＤ、担当セクタ
、または担当セル、セクタ、およびハンドオーバー候補測定値（改良セルＩＤ、またはＥ
ＣＩＤ）の組み合わせのマッピングを採用する方法の使用を含む、方法。
【請求項１８】
　請求項１記載の方法において、前記少なくとも１つの既定のネットワーク・トランザク
ションは、アイデンティティ要求トランザクションを含む、方法。
【請求項１９】
　請求項１記載の方法において、前記少なくとも１つの既定のネットワーク・トランザク
ションは、ネットワーク測定トランザクションを含む、方法。
【請求項２０】
　請求項１記載の方法において、前記少なくとも１つの既定のネットワーク・トランザク
ションは、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）トランザクションを含む、方法。
【請求項２１】
　請求項２０記載の方法において、前記ＳＭＳトランザクションは、ＳＭＳ発信トランザ
クションを含む、方法。
【請求項２２】
　請求項２０記載の方法において、前記ＳＭＳトランザクションは、ＳＭＳ着信トランザ
クションを含む、方法。
【請求項２３】
　請求項１記載の方法において、前記少なくとも１つの既定のネットワーク・トランザク
ションは、移動体発信トランザクションを含む、方法。
【請求項２４】
　請求項１記載の方法において、前記少なくとも１つの既定のネットワーク・トランザク
ションは、移動体着信トランザクションを含む、方法。
【請求項２５】
　請求項１記載の方法において、前記既定のトリガは、ダイアル数字トリガを含む、方法
。
【請求項２６】
　請求項１記載の方法において、前記既定のトリガは、ＭＳＩＤトリガを含む、方法。
【請求項２７】
　請求項１記載の方法において、前記既定のトリガは過去セル・トリガを含む、方法。
【請求項２８】
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　請求項１記載の方法において、前記既定のトリガは、セルＩＤトリガを含む、方法。
【請求項２９】
　請求項１記載の方法において、前記既定のトリガは、広域位置確認トリガを含む、方法
。
【請求項３０】
　請求項１記載の方法において、前記既定のトリガは、スマート近接位置検出トリガを含
む、方法。
【請求項３１】
　請求項１記載の方法において、前記既定のトリガは、発呼側番号トリガを含む、方法。
【請求項３２】
　ワイヤレス位置検出システム（ＷＬＳ）が用いて、ワイヤレス通信システムが担当する
地理的区域において動作しているワイヤレス・デバイスの位置を検出する方法であって、
　前記ワイヤレス通信システムの既定のシグナリング・リンク集合を監視するステップで
あって、前記既定のシグナリング・リンクは、ワイヤレス・デバイスと基地送受信局との
間の少なくとも１つの無線リンクを含み、前記無線リンクの監視は、ＲＡＣＨ（ランダム
・アクセス・チャネル）、ＡＧＣＨ（アクセス付与チャネル）、およびＳＤＣＣＨ（単体
専用制御チャネル）チャネルの内少なくとも１つにおいてメッセージを受信することを含
み、前記監視は、前記ワイヤレス・デバイスおよび前記ワイヤレス通信システムの動作が
前記監視による影響を受けないように、前記既定のリンク集合を受動的に監視することを
含む、ステップと、
　前記既定のシグナリング・リンクの少なくとも１つにおいて発生する、予め設定したト
リガを伴う、少なくとも１つの既定のネットワーク・トランザクションを検出するステッ
プと、
　既定のトリガを伴う前記少なくとも１つの既定のネットワーク・トランザクションの検
出に応答して、少なくとも１つの既定の位置検出サービスを開始するステップと、
を備えている、方法。
【請求項３３】
　請求項３２記載の方法において、前記既定のシグナリング・リンクは、基地送受信局（
ＢＴＳ）と基地局コントローラ（ＢＳＣ）との間にあるエービス・リンクを含む、方法。
【請求項３４】
　請求項３２記載の方法において、前記既定のシグナリング・リンクは、更に、基地送受
信局（ＢＴＳ）と移動体交換センタ（ＭＳＣ）の間にあるＡリンクを含む、方法。
【請求項３５】
　請求項３２記載の方法において、前記既定のシグナリング・リンクはＧＳＭ－ＭＡＰリ
ンクを含む、方法。
【請求項３６】
　請求項３２記載の方法において、前記既定のシグナリング・リンクは、更に、Ｉｕｂリ
ンクを含む、方法。
【請求項３７】
　請求項３２記載の方法において、前記既定のシグナリング・リンクは、更に、Ｉｕ－Ｐ
Ｓリンクを含む、方法。
【請求項３８】
　請求項３２記載の方法において、前記既定のシグナリング・リンクは、Ｉｕ－ＣＳリン
クを含む、方法。
【請求項３９】
　請求項３２記載の方法において当該方法を前記ＷＬＳによって実行し、前記ＷＬＳを前
記ワイヤレス通信システム上に重畳する、方法。
【請求項４０】
　請求項３２記載の方法において、前記少なくとも１つの既定の位置検出サービスは、高
精度で前記ワイヤレス・デバイスの位置を検出することを含む、高精度サービスである、
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方法。
【請求項４１】
　請求項４０記載の方法において、前記高精度サービスは、複数位置測定ユニット（ＬＭ
Ｕ）およびアップリンク到達時間差（ＴＤＯＡ）アルゴリズムの使用を含む、方法。
【請求項４２】
　請求項４０記載の方法において、前記高精度サービスは、少なくとも１つの位置測定ユ
ニット（ＬＭＵ）およびアップリンク到達角度（ＡｏＡ）アルゴリズムの使用を含む、方
法。
【請求項４３】
　請求項４０記載の方法において、前記高精度サービスは、複数位置測定ユニット（ＬＭ
Ｕ）ならびにアップリンク到達時間差（ＴＤＯＡ）および到達角度（ＡｏＡ）混成アルゴ
リズムの使用を含む、方法。
【請求項４４】
　請求項３２記載の方法において、前記少なくとも１つの既定の位置検出サービスは、低
精度で前記ワイヤレス・デバイスの位置を検出することを含む低精度サービスである、方
法。
【請求項４５】
　請求項４４記載の方法において、前記低精度サービスは、前記移動体デバイスの地理的
位置を判定するために、無線ネットワーク・モニタ（ＲＮＭ）およびセルのグローバル・
アイデンティティ（ＣＧＩ）に基づく位置検出方法の使用を含む、方法。
【請求項４６】
　請求項４４記載の方法において、前記低精度サービスは、前記移動体デバイスの位置を
検出するために、無線ネットワーク・モニタ（ＲＮＭ）ならびにセル・グローバル・アイ
デンティティおよびタイミング進み（ＣＧＩ＋ＴＡ）方法の使用を含む、方法。
【請求項４７】
　請求項４４記載の方法において、前記低精度サービスは、前記移動体デバイスの位置を
検出するための、改良セルＩＤ（ＥＣＩＤ、またはＣＧＩ＋ＴＡ＋ＮＭＲ）方法における
ネットワーク・モニタ（ＲＮＭ）およびネットワーク測定報告（ＮＭＲ）の使用を含む、
方法。
【請求項４８】
　請求項４４記載の方法において、前記低精度サービスは、担当セル－ＩＤ、担当セクタ
、または担当セル、セクタ、およびハンドオーバー候補測定値（改良セルＩＤ、またはＥ
ＣＩＤ）の組み合わせのマッピングを採用する方法の使用を含む、方法。
【請求項４９】
　請求項３２記載の方法において、前記少なくとも１つの既定のネットワーク・トランザ
クションは、アイデンティティ要求トランザクションを含む、方法。
【請求項５０】
　請求項３２記載の方法において、前記少なくとも１つの既定のネットワーク・トランザ
クションは、ネットワーク測定トランザクションを含む、方法。
【請求項５１】
　請求項３２記載の方法において、前記少なくとも１つの既定のネットワーク・トランザ
クションは、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）トランザクションを含む、方法
。
【請求項５２】
　請求項５１記載の方法において、前記ＳＭＳトランザクションは、ＳＭＳ発信トランザ
クションを含む、方法。
【請求項５３】
　請求項５１記載の方法において、前記ＳＭＳトランザクションは、ＳＭＳ着信トランザ
クションを含む、方法。
【請求項５４】
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　請求項３２記載の方法において、前記少なくとも１つの既定のネットワーク・トランザ
クションは、移動体発信トランザクションを含む、方法。
【請求項５５】
　請求項３２記載の方法において、前記少なくとも１つの既定のネットワーク・トランザ
クションは、移動体着信トランザクションを含む、方法。
【請求項５６】
　請求項３２記載の方法において、前記少なくとも１つの既定のトリガは、ダイアル数字
トリガを含む、方法。
【請求項５７】
　請求項３２記載の方法において、前記少なくとも１つの既定のトリガは、ＭＳＩＤトリ
ガを含む、方法。
【請求項５８】
　請求項３２記載の方法において、前記少なくとも１つの既定のトリガは過去セル・トリ
ガを含む、方法。
【請求項５９】
　請求項３２記載の方法において、前記少なくとも１つの既定のトリガは、セルＩＤトリ
ガを含む、方法。
【請求項６０】
　請求項３２記載の方法において、前記少なくとも１つの既定のトリガは、広域位置確認
トリガを含む、方法。
【請求項６１】
　請求項３２記載の方法において、前記少なくとも１つの既定のトリガは、スマート近接
位置検出トリガを含む、方法。
【請求項６２】
　請求項３２記載の方法において、前記少なくとも１つの既定のトリガは、発呼側番号ト
リガを含む、方法。
【請求項６３】
　請求項３２記載の方法において、前記既定のシグナリング・リンクは、基地送受信局（
ＢＴＳ）と基地コントローラ（ＢＳＣ）との間のエービス・リンク、基地局コントローラ
（ＢＳＣ）と移動交換センタ（ＭＳＣ）との間のＡリンク、およびＧＳＭ－ＭＡＰリンク
を含む、方法。
【請求項６４】
　請求項６２記載の方法において、前記既定のシグナリング・リンクは、更に、Ｉｕｂリ
ンク、Ｉｕ－ＰＳリンク、およびＩｕ－ＣＳリンクを含む、方法。
【請求項６５】
　ワイヤレス位置検出システム（ＷＬＳ）においてまたはよって用いて、ワイヤレス通信
システムが担当する地理的区域において動作しているワイヤレス・デバイスの位置を検出
すシステムであって、
　前記ワイヤレス通信システムの既定のシグナリング・リンク集合を監視する手段であっ
て、前記既定のシグナリング・リンクは、少なくとも、基地局コントローラ（ＢＳＣ）と
移動体交換センタ（ＭＳＣ）との間のＡリンクと、ＧＳＭ－ＭＡＰリンクとを含む、手段
と、
　前記既定のシグナリング・リンクの少なくとも１つにおいて発生する、予め設定したト
リガを伴う、少なくとも１つの既定のネットワーク・トランザクションを検出する機構と
、
を備えている、システム。
【請求項６６】
　請求項６５記載のシステムであって、更に、既定のトリガを伴う前記少なくとも１つの
既定のネットワーク・トランザクションの検出に応答して、少なくとも１つの既定の位置
検出サービスを開始する手段を備えている、システム。
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【請求項６７】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記既定のシグナリング・リンクは、基地送受信
局（ＢＴＳ）と基地局コントローラ（ＢＳＣ）との間にあるエービス・リンクを含む、シ
ステム。
【請求項６８】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記既定のシグナリング・リンクは、更に、基地
送受信局（ＢＴＳ）と移動体交換センタ（ＭＳＣ）の間にあるＡリンクを含む、システム
。
【請求項６９】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記既定のシグナリング・リンクはＧＳＭ－ＭＡ
Ｐリンクを含む、システム。
【請求項７０】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記既定のシグナリング・リンクは、更に、Ｉｕ
ｂリンクを含む、システム。
【請求項７１】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記既定のシグナリング・リンクは、更に、Ｉｕ
－ＰＳリンクを含む、システム。
【請求項７２】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記既定のシグナリング・リンクは、Ｉｕ－ＣＳ
リンクを含む、システム。
【請求項７３】
　請求項６６記載のシステムにおいて前記方法を前記ＷＬＳによって実行し、前記ＷＬＳ
を前記ワイヤレス通信システム上に重畳する、システム。
【請求項７４】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つの既定の位置検出サービスは
、高精度で前記ワイヤレス・デバイスの位置を検出することを含む、高精度サービスであ
る、システム。
【請求項７５】
　請求項７４記載のシステムにおいて、前記高精度サービスは、複数位置測定ユニット（
ＬＭＵ）およびアップリンク到達時間差（ＴＤＯＡ）アルゴリズムの使用を含む、システ
ム。
【請求項７６】
　請求項７４記載のシステムにおいて、前記高精度サービスは、少なくとも１つの位置測
定ユニット（ＬＭＵ）およびアップリンク到達角度（ＡｏＡ）アルゴリズムの使用を含む
、システム。
【請求項７７】
　請求項７４記載のシステムにおいて、前記高精度サービスは、複数位置測定ユニット（
ＬＭＵ）ならびにアップリンク到達時間差（ＴＤＯＡ）および到達角度（ＡｏＡ）混成ア
ルゴリズムの使用を含む、システム。
【請求項７８】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つの既定の位置検出サービスは
、低精度で前記ワイヤレス・デバイスの位置を検出することを含む低精度サービスである
、システム。
【請求項７９】
　請求項７８記載のシステムにおいて、前記低精度サービスは、前記移動体デバイスの地
理的位置を判定するために、無線ネットワーク・モニタ（ＲＮＭ）およびセルのグローバ
ル・アイデンティティ（ＣＧＩ）に基づく位置検出システムの使用を含む、システム。
【請求項８０】
　請求項７８記載のシステムにおいて、前記低精度サービスは、前記移動体デバイスの位
置を検出するために、無線ネットワーク・モニタ（ＲＮＭ）ならびにセルのグローバル・
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アイデンティティおよびタイミング進み（ＣＧＩ＋ＴＡ）システムの使用を含む、システ
ム。
【請求項８１】
　請求項７８記載のシステムにおいて、前記低精度サービスは、前記移動体デバイスの位
置を検出するための、改良セルＩＤ（ＥＣＩＤ、またはＣＧＩ＋ＴＡ＋ＮＭＲ）システム
におけるネットワーク・モニタ（ＲＮＭ）およびネットワーク測定報告（ＮＭＲ）の使用
を含む、システム。
【請求項８２】
　請求項８１記載のシステムにおいて、前記低精度サービスは、担当セル－ＩＤ、担当セ
クタ、または担当セル、セクタ、およびハンドオーバー候補測定値（改良セルＩＤ、また
はＥＣＩＤ）の組み合わせのマッピングを採用するシステムの使用を含む、システム。
【請求項８３】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つの既定のネットワーク・トラ
ンザクションは、アイデンティティ要求トランザクションを含む、システム。
【請求項８４】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つの既定のネットワーク・トラ
ンザクションは、ネットワーク測定トランザクションを含む、システム。
【請求項８５】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つの既定のネットワーク・トラ
ンザクションは、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）トランザクションを含む、
システム。
【請求項８６】
　請求項８５記載のシステムにおいて、前記ＳＭＳトランザクションは、ＳＭＳ発信トラ
ンザクションを含む、システム。
【請求項８７】
　請求項８５記載のシステムにおいて、前記ＳＭＳトランザクションは、ＳＭＳ着信トラ
ンザクションを含む、システム。
【請求項８８】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つの既定のネットワーク・トラ
ンザクションは、移動体発信トランザクションを含む、システム。
【請求項８９】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つの既定のネットワーク・トラ
ンザクションは、移動体着信トランザクションを含む、システム。
【請求項９０】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つの既定のトリガは、ダイアル
数字トリガを含む、システム。
【請求項９１】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つの既定のトリガは、ＭＳＩＤ
トリガを含む、システム。
【請求項９２】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つの既定のトリガは過去セル・
トリガを含む、システム。
【請求項９３】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つの既定のトリガは、セルＩＤ
トリガを含む、システム。
【請求項９４】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つの既定のトリガは、広域位置
確認トリガを含む、システム。
【請求項９５】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つの既定のトリガは、スマート
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近接位置検出トリガを含む、システム。
【請求項９６】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つの既定のトリガは、発呼側番
号トリガを含む、システム。
【請求項９７】
　請求項６６記載のシステムにおいて、前記既定のシグナリング・リンクは、基地送受信
局（ＢＴＳ）と基地コントローラ（ＢＳＣ）との間のエービス・リンク、基地局コントロ
ーラ（ＢＳＣ）と移動交換センタ（ＭＳＣ）との間のＡリンク、およびＧＳＭ－ＭＡＰリ
ンクを含む、システム。
【請求項９８】
　請求項９７記載のシステムにおいて、前記既定のシグナリング・リンクは、更に、Ｉｕ
ｂリンク、Ｉｕ－ＰＳリンク、およびＩｕ－ＣＳリンクを含む、システム。
【請求項９９】
　ワイヤレス通信システム上に重畳するように構成されているワイヤレス位置検出システ
ム（ＷＬＳ）であって、
　前記ワイヤレス通信システムの対応する基地送受信局（ＢＴＳ）と共に配置可能な複数
の位置測定ユニット（ＬＭＵ）と、
　リンク監視システム（ＬＭＳ）と、
　ワイヤレス・デバイスが送信する無線信号に基づいて、該ワイヤレス・デバイスの位置
を検出する担当移動体位置検出センタ（ＳＭＬＣ）と、
を備えており、前記ＬＭＳは、前記ワイヤレス通信システムの既定のシグナリング・リン
クを監視するように構成されており、前記シグナリング・リンクは少なくともＡリンクお
よびＧＳＭ－ＭＡＰリンクを含む、ワイヤレス位置検出システム。
【請求項１００】
　請求項９９記載のＷＬＳであって、更に、前記既定のシグナリング・リンクの少なくと
も１つにおいて発生する、予め設定したトリガを伴う、少なくとも１つの既定のネットワ
ーク・トランザクションを検出する機構と、既定のトリガを伴う前記少なくとも１つの既
定のネットワーク・トランザクションの検出に応答して、少なくとも１つの既定の位置検
出サービスを開始する手段とを備えている、ＷＬＳ。
【請求項１０１】
　請求項１００記載のＷＬＳであって、更に、ワイヤレス・デバイスと基地送受信局（Ｂ
ＴＳ）との間の無線リンクを監視する無線ネットワーク・モニタを備えており、前記シグ
ナリング・リンクは、更に、基地送受信局（ＢＳＴ）と基地局コントローラ（ＢＳＣ）と
の間にあるエービス・リンクを含む、ＷＬＳ。
【請求項１０２】
　請求項１０１記載のＷＬＳにおいて、前記シグナリング・リンクは、更に、Ｉｕｂリン
ク、Ｉｕ－ＰＳリンク、およびＩｕ－ＣＳリンクを含む、ＷＬＳ。
【請求項１０３】
　請求項１００記載のＷＬＳにおいて、前記少なくとも１つの既定のネットワーク・トラ
ンザクションは、アイデンティティ要求トランザクション、ネットワーク測定トランザク
ション、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）トランザクション、移動体発信トラ
ンザクション、移動体着信トランザクションから成る一群の１構成物を含む、ＷＬＳ。
【請求項１０４】
　請求項１００記載のＷＬＳにおいて、前記既定のトリガは、数字ダイアル・トリガ、Ｍ
ＳＩＤトリガ、過去セル・トリガ、セルＩＤトリガ、広域位置確認トリガ、スマート近接
位置トリガ、および発呼側番号トリガから成る一群の１構成物を含む、ＷＬＳ。
【請求項１０５】
　請求項９９記載のＷＬＳにおいて、前記少なくとも１つの既定の位置検出サービスは、
高精度で前記ワイヤレス・デバイスの位置を検出することを含む、高精度サービスである
、ＷＬＳ。
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【請求項１０６】
　請求項１０５記載のＷＬＳにおいて、前記高精度サービスは、複数位置測定ユニット（
ＬＭＵ）およびアップリンク到達時間差（ＴＤＯＡ）アルゴリズムの使用を含む、ＷＬＳ
。
【請求項１０７】
　請求項１０５記載のＷＬＳにおいて、前記高精度サービスは、少なくとも１つの位置測
定ユニット（ＬＭＵ）およびアップリンク到達角度（ＡｏＡ）アルゴリズムの使用を含む
、ＷＬＳ。
【請求項１０８】
　請求項１０５記載のＷＬＳにおいて、前記高精度サービスは、複数位置測定ユニット（
ＬＭＵ）ならびにアップリンク到達時間差（ＴＤＯＡ）および到達角度（ＡｏＡ）混成ア
ルゴリズムの使用を含む、ＷＬＳ。
【請求項１０９】
　請求項１００記載のＷＬＳにおいて、前記少なくとも１つの既定の位置検出サービスは
、低精度で前記ワイヤレス・デバイスの位置を検出することを含む低精度サービスである
、ＷＬＳ。
【請求項１１０】
　請求項１０９記載のＷＬＳにおいて、前記低精度サービスは、前記移動体デバイスの地
理的位置を判定するために、無線ネットワーク・モニタ（ＲＮＭ）およびセルのグローバ
ル・アイデンティティ（ＣＧＩ）に基づく位置検出方法の使用を含む、ＷＬＳ。
【請求項１１１】
　請求項１０９記載のＷＬＳにおいて、前記低精度サービスは、前記移動体デバイスの位
置を検出するために、無線ネットワーク・モニタ（ＲＮＭ）ならびにセルのグローバル・
アイデンティティおよびタイミング進み（ＣＧＩ＋ＴＡ）方法の使用を含む、ＷＬＳ。
【請求項１１２】
　請求項１０９記載のＷＬＳにおいて、前記低精度サービスは、前記移動体デバイスの位
置を検出するための、改良セルＩＤ（ＥＣＩＤ、またはＣＧＩ＋ＴＡ＋ＮＭＲ）システム
におけるネットワーク・モニタ（ＲＮＭ）およびネットワーク測定報告（ＮＭＲ）の使用
を含む、ＷＬＳ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（相互引用）
　本願は、２００５年６月１０日に出願され"Advanced Triggers for Location-Based Se
rvice Applications in a Wireless Location System" （ワイヤレス位置検出システムに
おいて位置検出に基づくサービスを適用するための高度トリガ）と題する米国特許出願第
１１／１５０，４１４号の優先権を主張する。米国特許出願第１１／１５０，４１４号は
、２００４年１月２９日に出願され"Monitoring of Call Information in a Wireless Lo
cation System" （ワイヤレス位置検出システムにおける呼情報の監視）と題する米国特
許出願第１０／７６８，５８７号の一部継続出願であり、現在係属中である。米国特許出
願第１０／７６８，５８７号は、２００１年７月１８日に出願され現在では米国特許第６
，７８２，２６４Ｂ２号となっている"Monitoring of Call Information in a Wireless 
Location System"（ワイヤレス位置検出システムにおける呼情報の監視）と題する米国特
許第０９／９０９，２２１号の継続出願である。米国特許第０９／９０９，２２１号は、
２０００年３月３１日に出願され、現在では米国特許第６，３１７，６０４Ｂ１号となっ
ている"Centralized Database for  Wireless Location System" （ワイヤレス位置検出
システム用集中データベース）と題する米国特許出願第０９／５３９，３５２号の一部継
続出願である。米国特許出願第０９／５３９，３５２号は、１９９９年１月８日に出願さ
れ、現在では米国特許第６，１８４，８２９Ｂ１号となっている"Calibration for Wirel
ess Location System"（ワイヤレス位置検出システムの較正）と題する米国特許出願第０
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９／２２７，７６４号の継続出願である。
【０００２】
（発明の分野）
　本発明は、一般的には、アナログまたはディジタル・セルラ・システム、個人通信シス
テム（ＰＣＳ）、改良特殊移動無線機（ＥＳＭＲ）、およびその他の形式のワイヤレス通
信システムにおいて用いられるような、移動局（ＭＳ）とも呼ばれる、ワイヤレス・デバ
イスの位置検出方法および装置に関する。更に特定すれば、本発明は、位置検出に基づく
サービスの適用を開始またはトリガする際に規定したネットワーク・メッセージの使用、
ならびに低精度の位置検出を提供し、個々の加入者に高精度の位置検出のための特殊受信
機の同調を可能とするための、このようなメッセージ・シーケンスに内にある既存の無線
インターフェース・パラメータの再利用に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス位置検出システムに関する初期の実績は、"Cellular Telephone Location S
ystem"（セルラ電話機位置検出システム）と題する１９９４年７月５日付け米国特許第５
，３２７，１４４号に記載されている。これは、新規の到達時間差（ＴＤＯＡ）技法を用
いてセルラ電話機の位置を検出するシステムを開示する。’１４４特許に開示されたシス
テムの更なる改善が、"System for Locating a Source of Bursty Transmissions"（バー
スト状送信源の位置検出システム）と題する、１９９７年３月４日付け米国特許第５，６
０８，４１０号に開示されている。これらの特許双方は、本発明の譲受人であるTruePoin
t社に譲渡されている。TruePoint社は、元来の発明概念に対して意義深い改良を開発し続
けている。　
【０００４】
　過去数年にわたり、セルラ業界では、ワイヤレス電話機による使用に利用可能なエア・
インターフェース・プロトコルの数が増加し、ワイヤレスまたは移動体電話機が動作可能
な周波数帯域の数も増加し、「個人通信サービス」、「ワイヤレス」等を含む、移動体電
話に言及するまたはこれに関する用語数も増大している。現在、エア・インターフェース
・プロトコルは、ＡＭＰＳ、Ｎ－ＡＭＰＳ、ＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ、ＴＡＣＳ、Ｅ
ＳＭＲ、ＥＤＧＥ、ＵＭＴＳ、ＷＣＤＭＡ等を含む。
【０００５】
　ワイヤレス位置検出し菅無技術の実行可能性および価値は、広く実証されている。２０
０４年および２００５年には、TurePosition社（本発明の譲受人）は、Ｅ－９１１ワイヤ
レス位置検出システムを４０，０００箇所を超える基地送受信局（ＢＴＳ）に設定し、ワ
イヤレス加入者のための緊急位置検出の有効範囲をアメリカ大陸全域に跨って整備してき
た。
【０００６】
　ワイヤレス位置検出システムの価値および重要性は、ワイヤレス通信業界によって承認
されている。１９９６年６月に、連邦通信委員会(Federal Communications Commision)は
、ワイヤレス９－１－１発呼者の位置検出に用いるための位置検出システムを展開(deplo
y)する要請を、ワイヤレス通信業界に出した。これらのシステムを広く展開することによ
り、緊急応答資源の使用が削減されるので、応答時間を短縮し、生命を救い、膨大な費用
を節約する。加えて、調査および研究の結果、位置感応請求(location sensitive billin
g)、保有車両の管理等のような種々のワイヤレス用途には、今後数年において多大な商業
的価値があることが結論付けられた。
【０００７】
　前述のように、多数のエア・インターフェース・プロトコルがワイヤレス通信システム
において用いられている。これらのプロトコルは、米国および国外双方において、異なる
周波数帯域で用いられている。エア・インターフェースや周波数帯域はいずれも、一般に
、ワイヤレス電話機の位置検出において、ワイヤレス位置検出システムの有効性には影響
を及ぼさない。
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【０００８】
　全てのエア・インターフェース・プロトコルは、２種類の「チャネル」を用いる。ここ
で、チャネルとは、ワイヤレス・ネットワークにおける地点間にある単一のリンク内にお
ける多数の送信経路の１つと規定することにする。チャネルは、周波数、帯域幅、同期し
たタイム・スロット、符号化、偏位変調(shift keying)、変調方式、またはこれらのパラ
メータのいずれの組み合わせでも規定することができる。
【０００９】
　第１の種類は、制御またはアクセス・チャネルとも呼ばれており、呼を開始および終了
するため、またはバースト状データを転送するための、ワイヤレス電話機または送信機に
関する情報を伝達するために用いられる。例えば、ある種のショート・メッセージング・
サービスは、制御チャネルを通じてデータを転送する。異なるエア・インターフェースで
は、異なる用語によって制御チャネルを識別するが、各エア・インターフェースにおける
制御チャネルの使用は似通っている。
【００１０】
　第２の種類のチャネルは、音声またはトラフィック・チャネルとしても知られており、
通例、エア・インターフェースを通じて音声またはデータ通信を伝達するために用いられ
る。トラフィック・チャネルは、一旦制御チャネルを用いて呼を設定すると、使用に入る
。音声およびユーザ・データ・チャネルは、通例、ワイヤレス通信システム内では専用の
資源を用い、即ち、このチャネルは１つの移動体デバイスによってのみ用いることができ
、一方制御チャネルは共有資源を用いる。即ち、このチャネルは、多数のユーザがアクセ
スすることができる。音声チャネルは、一般に、送信におけるワイヤレス電話または送信
機に関する識別情報を有していない。ワイヤレス位置検出の用途には、この区別によって
、ワイヤレス位置検出の目的で、音声チャネルの使用よりも、制御チャネルを最もコスト
効率的に利用することが可能となる場合もある。とは言え、音声チャネル上における規則
的な位置検出が望まれる用途もある。
【００１１】
　エア・インターフェース・プロトコルにおける相違の一部について、以下に論ずる。
　ＡＭＰＳ－これは、米国においてセル式通信に使用されたオリジナルのエア・インター
フェース・プロトコルである。ＡＭＰＳシステムにおいては、制御チャネル（ＲＣＣ）が
使用するために別個の専用チャネルが割り当てられる。TIA/EIA規格ＩＳ－５５３Aに従っ
て、各制御チャネル・ブロックは、セルラ・チャネル３１３または３３４から始まらなけ
ればならないが、ブロックは可変長さとすることができる。米国においては、規約により
、ＡＭＰＳ制御チャネル・ブロックは２１チャネル幅であるが、２６チャネル・ブロック
の使用も知られている。逆音声チャネル（ＲＶＣ）は、制御チャネルに割り当てられてい
ないどのチャネルを占有することもできる。
【００１２】
　Ｎ－ＡＭＰＳ－このエア・インターフェースは、ＡＭＰＳエア・インターフェース・プ
ロトコルの拡張であり、EIA/TIA規格ＩＳ－８８において規定されている。これは、ＡＭ
ＰＳの場合と本質的に同じ制御チャネルを用いるが、帯域幅および変調方式が異なる、異
なる音声チャネルを用いる。
【００１３】
　ＴＤＭＡ－このインターフェースはD-ＡＭＰＳとしても知られるものであり、EIA/TIA
規格ＩＳ－１３６において規定されており、周波数分離および時分離の両方を使用するこ
とを特徴とする。ディジタル制御チャネル（ＤＣＣＨ）が、ＤＣＣＨが使用するために割
り当てられるタイムスロットにバースト・モードで送信される。ディジタル・トラフィッ
ク・チャネル（ＤＴＣ）は、ＤＣＣＨチャネルと同じ周波数割り当てを占有することがで
きるが、所与の周波数割り当てにおいて同一のタイムスロット割り当ては占有できない。
セルラ帯域では、プロトコルごとの周波数割り当てが分離されている限り、キャリアはＡ
ＭＰＳおよびＴＤＭＡプロトコルの両方を使用できる。
【００１４】
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　ＣＤＭＡ－このエア・インターフェースは、EIA/TIA規格ＩＳ－９５Aにおいて規定され
ており、周波数分離および符号分離の両方を使用することを特徴とする。隣接するセル・
サイトが同じ周波数セットを使用する場合があるので、ＣＤＭＡは、非常に慎重な出力制
御の下で動作しなければならず、この慎重な出力制御によって、当業者には近遠問題とし
て知られる状況が生じ、無線位置検出の殆どの方法が精度高い位置検出を遂行するのを困
難にする（しかし、この問題の解決手段については、２０００年４月４日付米国特許第６
，０４７，１９２号、Robust, Efficient, Localization System（ロバスト性があり効率
的な位置確認システム(localization system)）を参照のこと）。制御チャネル（アクセ
ス・チャネルとして知られている）およびトラフィック・チャネルは同じ周波数帯域を共
有することができるが、コードによって分離される。
【００１５】
　ＧＳＭ－このエア・インターフェースは、国際規格である移動通信用グローバル・シス
テムによって規定されており、周波数分離および時分離の両方を使用することを特徴とす
る。ＧＳＭは、物理チャネル（タイムスロット）と論理チャネル（物理チャネルが搬送す
る情報）との間で区別する。キャリア上の数個の回帰タイムスロット(recurring timeslo
t)が、物理チャネルを構成し、ユーザ・データおよびシグナリング双方の情報を転送する
ために、異なる論理チャネルによって用いられる。
【００１６】
　制御チャネル（ＣＣＨ）は、ブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）、共通制御チ
ャネル（ＣＣＣＨ）、および専用制御チャネル（ＤＣＣＨ）を含み、ＣＣＨが用いるため
に割り当てられたタイムスロットにおいてバースト状に送信される。ＣＣＨは、周波数帯
域内のどこにでも割り当てることができる。トラフィック・チャネル（ＴＣＨ）およびＣ
ＣＨは、同じ周波数割り当てを占有することができるが、所与の周波数割り当てにおいて
は同じタイムスロットの割り当てを占有することはできない。ＣＣＨおよびＴＣＨは、Ｇ
ＭＳＫとして知られている、同じ変調方式を用いる。ＧＳＭ汎用パケット無線サービス（
ＧＰＲＳ）およびＧＳＭ発展（ＥＤＧＥ：ＧＳＭ Evolution）システムのデータ・レート
向上には、ＧＳＭチャネル構造を再利用するが、多数の変調方式およびデータ圧縮を用い
、データ・スループットを高めることができる。ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、およびＥＤＧＥ無線
プロトコルは、ＧＥＲＡＮまたはＧＳＭ　Ｅｄｇｅ無線アクセス・ネットワークとして知
られている分類に組み込まれる。
【００１７】
　ＵＭＴＳ－正確にはＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ地上無線アクセス・ネットワーク）として知
られており、国際規格第３世代パートナーシップ・プログラムによって、ＧＥＲＡＮプロ
トコルの後継として規定されたエア・インターフェースである。ＵＭＴＳは、ＷＣＤＭＡ
（またはＷ－ＣＤＭＡ）として知られている場合もあり、広帯域符号分割多元接続を意味
する。ＷＤＣＭＡは、直接拡散技術であり、その送信を広い５ＭＨｚキャリア全体に拡散
することを意味する。
【００１８】
　ＷＣＤＭＡ　ＦＤＤ（周波数分割二重化）ＵＭＴＳエア・インターフェース（Ｕ－イン
ターフェース）は、周波数および符号双方によって、物理チャネルを分離する。ＷＣＤＭ
Ａ　ＴＤＤ（時分割二重化）ＵＭＴＳエア・インターフェースは、周波数、時間、および
符号の使用によって、物理チャネルを分離する。
【００１９】
　ＵＭＴＳ無線インターフェースの全ての異体は、論理チャネルを内包し、これらをトラ
ンスポート・チャネルにマッピングして、更にトランスポート・チャネルをＷ－ＣＤＭＡ
　ＦＤＤまたはＴＤＤ物理チャネルにマッピングする。隣接するセル・サイトが同じ周波
数集合を用いる場合があるので、ＷＣＤＭＡも、全てのＣＤＭＡシステムに共通である近
遠問題に対処するために、非常に注意深い出力制御を用いる。
【００２０】
　ＵＭＴＳにおける制御チャネルは、アクセス・チャネルとして知られており、一方デー
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タまたは音声チャネルはトラフィック・チャネルとして知られている。アクセスおよびト
ラフィック・チャネルは、同じ周波数帯域および変調方式を共有することができるが、符
号によって分離される。本明細書においては、制御およびアクセス・チャネルまたは音声
およびデータ・チャネル全般に言及することは、個々のエア・インターフェースに望まし
い用語が何であろうと、全てのタイプの制御チャネルまたは音声チャネルを対象とするこ
ととする。その上、世界中で使用されるエア・インターフェースには更に多くの種類があ
ることから（例えば、ＩＳ－９５、ＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、およびＵＭＴＳＷＣＤ
ＭＡ）、本明細書において説明される発明的概念からどのエア・インターフェースも排除
しない。当業者であれば、他の場所で使用される他のインターフェースが先に説明したも
のの派生物または同様のクラスのものであることが認められよう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　ＧＳＭネットワークは、既存のワイヤレス位置検出システムに対して、多数の潜在的な
問題の可能性を提起している。第１に、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳネットワークに接続
したワイヤレス・デバイスは、トラフィック・チャネルが使用中のときには、希にしか送
信しない。セキュリティのためにトラフィック・チャネル上において暗号を用いること、
および一時的なニックネーム（一時的な移動局の識別子（ＴＭＳＩ））を用いることによ
って、ワイヤレス位置検出システムをトリガするまたは作動させるために行う無線ネット
ワークの監視の有用性が限定されることになる。このようなＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳ
無線ネットワークに接続されているワイヤレス・デバイスは、当該ワイヤレス・デバイス
に対する送信を周期的に「聴取」(listen)するだけであり、呼設定、音声／データ処理、
および呼切断(call breakdown)の間を除いて、広範囲の受信機に信号を送信しない。この
ため、ＧＳＭネットワークに接続されているワイヤレス・デバイスを検出する確率が低下
する。この欠点を克服するには、領域内にある全てのワイヤレス・デバイスに能動的に「
テスト送信して応答を求め」れば可能な場合もある。しかしながら、この方法では、ワイ
ヤレス・ネットワークの容量に対して大きな応力がかかることになる。加えて、ワイヤレ
ス・デバイスが能動的にテスト送信して応答を求めると、移動体デバイスのユーザに、位
置検出システムの使用を警告することにもなり兼ねず、ポーリング位置検出に基づく用途
の有効性が低下すること、またはその困惑(annoyance)が増大することの可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　以下の摘要では、本発明の実現例の種々の形態の全体像を規定する。この摘要は、本発
明の重要な形態全てを余すことなく記載することや、発明の範囲を定めることは意図して
いない。逆に、この摘要は、以下に続く詳細な説明への導入部として供することを目的と
する。
【００２３】
　本発明による方法およびシステムは、ワイヤレス通信システムが担当する地理的区域に
おいて動作しているワイヤレス・デバイスの位置を検出するために、ワイヤレス位置検出
システム（ＷＬＳ）が採用する。方法の一例は、ワイヤレス通信システムのシグナリング
・リンクの集合を監視するステップと、既定のシグナリング・リンクの少なくとも１つに
おいて行われる少なくとも１つの既定のシグナリング・トランザクションを検出するステ
ップとを含む。次いで、少なくとも１つの既定のネットワーク・トランザクションの検出
に応答して、少なくとも１つの既定の位置検出サービスをトリガする。
【００２４】
　例えば、本発明によれば、リンク監視システム（ＬＭＳ）が、加入者毎に、エービス、
ＡおよびＧＳＭ-ＭＡＰインターフェース・トラフィックの表を維持する。２００４年８
月２４日付けの米国特許第６，７８２，２６４Ｂ２号、Monitoring of Call Information
 in a Wireless Location Systemは、ワイヤレス位置検出システムにおいて、位置検出サ
ービスを開始し、無線資源のスケジューリングを行うためには、どのようにすればＡＭＳ
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、即ち、本ＬＭＳの早期具体化を有利に用いることができるかについて開示している。本
発明に関しては、このように加入者情報を保持することにより、加入者が発呼しようとし
ているとき、通話中、または使用していないときでも、ワイヤレス・デバイスの位置を判
定することができる。ネットワーク情報を保持することにより、ある区域にいる加入者、
または別の指定移動体出アイスに近接する加入者の位置検出も可能となる。本発明によれ
ば、一連のトリガを用いて、ワイヤレス・デバイスの位置を効果的に検出することができ
、このワイヤレス・デバイスの位置を検出する能力は、可能なセキュリティ関連機能のた
めに、利用することができる。一連のトリガは、被呼番号トリガ、ＭＳＩＳＤＮおよびＩ
ＭＳＩトリガ、アイドル移動体位置検出トリガ、セル集合（ＣＧＩ）における最新の移動
体デバイス全てのリストのトリガ、セル集合（ＣＧＩ）における全ての加入者の背景位置
検出トリガ、スマート近接識別トリガを含むことができる。（セルとは、１つの基地送受
信局、即ち、ＢＴＳによる無線カバレッジを想定した地域であり、標準的なＧＳＭネット
ワークは、各セルに割り当てられるセル総合アイデンティティ（ＣＧＩ：cell global id
entity)番号によって、各セルを識別することは当業者には認められよう。位置検出区域
（ＬＡ）は、ＧＳＭ用語において、セルのグループと規定されており、加入者を呼び出す
区域のことである。各ＬＡは、１つ以上の基地局コントローラ、即ち、ＢＳＣが担当し、
位置検出区域アイデンティティ（ＬＡＩ：location area identity)番号が割り当てられ
る。）
【００２５】
　例えば、ワイヤレス・デバイスは、当該ワイヤレス・デバイスが発呼した番号に基づい
て、その位置を検出することができる。本発明の一形態によれば、リンク監視システム（
ＬＭＳ）において数字トリガ(digit trigger)をダイアル(dial)することによって、本シ
ステムを起動することができる。（以下で説明するが、本発明によるＬＭＳは、エービス
監視システムの改良バージョンと見なすことができる。）。一旦トリガを起動したなら、
システムは、指定された「トリガ」番号を発信したサービス区域においていずれのワイヤ
レス・デバイスでも自動的に位置を検出することができる。例えば、別のワイヤレス・デ
バイスが指定の「トリガ」番号を発信した場合、ワイヤレス位置検出システムは、指定の
「トリガ」番号を呼び出したワイヤレス・デバイスを特定し、その位置を検出することが
できる。更に、既存のＡＭＳトリガ／起動表が、国際発信長(international dialling le
ngths)をサポートし、したがって、国際番号でも、「トリガ」番号として用いることがで
きる。（２００３年２月１１日付け米国特許第６，５１９，４６５Ｂ２号、Modified Tra
nsmission Method for Improving Accuracy for E-911 Callsは、Ｅ９１１「トリガ」を
電話機に格納し、ユーザが９１１を発信したときに、特殊な信号を電話機に送信させるた
めに用いることができると記載している。特殊信号は、電話機の位置を検出する際、ＷＬ
Ｓに役立つ。
【００２６】
　本発明によるシステムは、ワイヤレス・デバイスの位置検出を、その国際移動局アイデ
ンティティ（ＩＭＳＩ：International Mobile Station Identity）によって行うように
構成することができる。ＩＭＳＩまたはＩＭＳＩのリストをＬＭＳにロードすることがで
きる。ＬＭＳは、ＩＭＳＩ対ＴＭＳＩの相関を検証し保持することができるまで、エービ
スおよびＡメッセージング・トラフィックを走査することができる。ＩＭＳＩ－ＴＭＳＩ
の連携は、ＬＭＳが担当移動体位置検出センタ（ＳＭＬＣ）に変更を通知するときに更新
される。ＴＭＳＩが発見されると、対象の移動体デバイスの位置を後の時点で検出できる
ように、トリガが設定される。
【００２７】
　また、本システムは、ゲートウェイ移動体位置検出センタ（ＧＭＬＣ）に常時質問（Ａ
ＴＩ：Any Time Interrogation）クエリをＨＬＲに提出するように要求することによって
、ネットワークにおけるアイドルの移動体デバイスの位置を検出するように構成すること
もできる。ＡＴＩクエリをＨＬＲに提出することによって、ネットワークが、補助サービ
スを用いて、そのワイヤレス・デバイスに発呼することができる。ネットワークがワイヤ
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レス・デバイスに発呼すると、トラフィック・チャネル上にワイヤレス・デバイスを配置
したり、それ以外の方法で加入者に呼を通知することなく、ワイヤレス・デバイスを呼び
出して認証することができる。呼出および認証メッセージングの間、システムはＵ－ＴＤ
ＯＡを用いてワイヤレス・デバイスの位置検出を処理し、精度高く判定することができる
。このトランザクションによって、精度が低いＣＧＩ＋ＴＡ位置検出が自動的に行われる
。ＧＭＬＣは、ＧＳＭサービス制御機能（ｇｓｍＳＣＦ）として作用して、ＡＴＩを用い
て、いずれの時点でもＨＬＲから情報（例えば、加入者の状態および位置情報）を要求す
ることができる。ＡＴＩ手順を用いると、ＭＳをアイドル状態からアクティブ・シグナリ
ング状態に遷移させることができ、こうしてワイヤレス位置検出システムはＭＳの位置を
高い精度で検出することが可能となる。
【００２８】
　また、ワイヤレス・デバイスは、規定した地理的区域におけるそれらの存在に基づいて
特定し、その位置を検出することができる。この特徴は、セル集合（ＣＧＩ）として規定
される位置検出区域をＬＭＳにロードすることによって遂行することができる。次いで、
ＬＭＳは、対象の地理的区域においてネットワーク・トランザクションを開始するＩＭＳ
Ｉ、ＭＤＩＳＤＮ、および関連のあるＴＭＳＩのリストを作成する。この特徴に対するネ
ットワーク・トランザクションは、呼開始または終了、ＳＭＳ交換、および位置更新とし
て規定することができる（即ち、Ｕ－ＴＤＯＡ位置検出イベントとは異なり、ローミング
を目的とするＧＳＭ　ＭＡＰ「位置」更新）。
【００２９】
　また、移動体デバイスは、既定の地理的区域におけるそれらの過去の存在に基づいて特
定し、位置を検出することができる。背景位置検出機構(background location feature)
によって、操作者は対象区域を規定し、対象区域においてネットワーク・トランザクショ
ンを有した移動体についてのＩＭＳＩ／ＴＭＳＩ情報を収集することが可能になる。
【００３０】
　また、スマート近接識別を用いて、別の移動体デバイスに対する近接に基づいて、移動
体デバイスを特定しその位置を検出することができる。スマート近接識別機構を用いると
、操作者は、対象の移動体出アイスと同じ区域で動作しているワイヤレス・デバイスのリ
ストを得ることができる。例えば、既知の対象ワイヤレス・デバイスに近い区域において
動作しているワイヤレス・デバイスの集合について、位置を検出することができる。既知
のワイヤレス・デバイスは、その移動体ＩＤが分かっているので、それによって位置を検
出することができる。続いて、同じ区域内にある移動体デバイスの完全なリストを決定す
ることができる。次いで、対象の移動体と同じ地理的領域内において発見された移動体に
対して常時質問（ＡＴＩ）を通じて問い合わせを行うことができ、補助サービスおよび得
られた位置を用いて、対象の移動体に対する近接度を判定することができる。　
【００３１】
　本発明の更に別の特徴および利点は、以下の例示実施形態の詳細な説明から明白となろ
う。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以上の摘要、および以下の詳細な説明は、添付図面と関連付けて読んだときに、一層深
く理解することができる。本発明を例示する目的で、図面には本発明の構造を示すが、本
発明は、開示する特定の方法や手段に限定されるのではない。
【００３３】
Ａ．オーバービュー
　ここに記載する本発明のシステムは、米国特許出願第ＵＳ２００４０００７６８５８７
号、およびその特許、米国特許第６，７８２，２６４号(Anderson)に記載されているシス
テムの大幅な拡張と見なすことができる。例えば、’２６４特許が記載するシステムは、
基地送受信局と基地局コントローラとの間の通信を監視し、緊急通話の位置検出のために
移動局（ＭＳ）情報をワイヤレス位置検出システムに転送する。ここに記載する高度位置
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検出に基づくサービスの応用では、追加のネットワーク・メッセージをトリガイベントと
して、そして多種多様の位置検出に基づくサービスの情報限として利用する。
【００３４】
　尚、ここで用いる頭字語や略語の多くは、Technical Report GSM01.04 V8.0.0 (2000-0
5), Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); version 8.0.0 (Releas
e 1999); Abbreviaitons and acronymsから採用した。本発明を記載するために用いる用
語や命名法は、非限定的であることを意図し、GSM Associationが"Terms & Acronyms"に
おいて発表したＧＳＭ規定に基づいている。この刊行物は、http://www.gsmworld.com/te
chnology/glossary.shtmlにおいて入手可能である。しかしながら、ＧＳＭを中心とした
用語を用いるが、ここに記載する手段に具体化する概念は、他のワイヤレス無線通信ネッ
トワークにも該当する。
【００３５】
　ＧＳＭの後継となるように計画したUniversal Mobile Telecommunications System（Ｕ
ＭＴＳ）では、広帯域符号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）無線インターフェースは、受動
無線監視のために広帯域無線ネットワーク・モニタ（ＲＮＭ）受信機を使用することによ
り便益を得ている。広帯域位置測定ユニット（ＬＭＵ）は、高精度Ｕ－ＴＤＯＡおよびＡ
ｏＡ位置検出のために用いることができる。第三世代パートナーシップ・プログラム（３
ＧＰＰ）によるインターフェースおよび相互動作性標準に対する変更は、頭字語および命
名の慣例の一部が変化したが、無線制御ネットワークおよびインテリジェント・サービス
・ネットワークにおいて行われる動作は実質的に同じままであることを意味する。したが
って、本明細書では、これらの用語を同等と見なすことができる。
【００３６】
【表１】

【００３７】
　図１は、無線ネットワーク・モニタ（ＲＮＭ）８２およびリンク監視システム（ＬＭＳ
）１１を有する、例示のＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮネットワーク基準モデル１０のアーキテ
クチャを示す。ＲＮＭ８２は、事実上、周波数帯域におけるどこでもアップリンクおよび
ダウンリンク・チャネル双方に同調可能な狭帯域受信機の一群である。ＲＮＭは、本来、
TruePosition(R)のAnyPhoneTM位置測定ユニット（ＬＭＵ）無線受信機プラットフォーム
上で実装された（本ＬＭＵは、既に米国特許６，７８２，２６４号において、ＳＣＳ用受
信機モジュールの代替的な狭帯域の実施形態として記載された）。ＬＭＳは、米国特許第
６，７８２，２６４号に記載されているエービス・モニタに対する改良であり、エービス
およびＡインターフェースだけでなく、ＧＳＭ－ＭＡＰ、Ｉｕｂ、Ｉｕ－ＰＳ、およびＩ
ｕ－ＣＳインターフェースも監視することができる。ＬＭＳは、修正を行って、エービス
・モニタと同じハードウェア／ソフトウェア・シャーシ上に実装することができる（カス
タム・アプリケーション集合。未修正Agilent Access7ソフトウェア・アプリケーション
はIntel社のTSEMT2またはTSRLT2 UNIX（登録商標） サーバのクラスタ上で走る）。
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【００３８】
　ネットワーク１０は、更に、担当移動体位置検出センタ（ＳＭＬＣ）１２も含む。ＲＮ
Ｍ８２は、通信業者のセル・サイトに展開することができる主要な構成機器である。好ま
しくは、ＲＮＭ８２は、位置検出サービスの自律的発生のためにＲＡＣＨおよびＳＤＣＣ
Ｈメッセージを受信可能な無線受信機の分散ネットワークとして実施する。ＲＮＭ８２は
、指令された周波数に同調して、システムのためにデータを収集する。次いで、ＲＮＭ８
２は、収集したデータをＳＭＬＣ１２に転送することができる。ネットワーク内にある全
てのＲＮＭ８２は、汎地球測地衛星（ＧＰＳ）コンステレーション（図示せず）の使用に
よって、時間および周波数の同期が取れていることが好ましい。
【００３９】
　ＳＭＬＣ１２は、高容積の位置検出処理プラットフォームであることが好ましい。ＳＭ
ＬＣ１２は、および現在地、信頼区間(confidence interval)、速度、および伝搬方向を
計算するマルチパス緩和アルゴリズムを内蔵している。また、ＳＭＬＣ１２は、エービス
監視システム（ＡＭＳ）１５０からのトリガリング(triggering)に基づいて、位置を検出
すべきワイヤレス・フォンを判定することができ、あるいはＬｂインターフェースからイ
ンフラストラクチャ販売業者の基地局制御装置（ＢＳＣ）９６（または場合によってはＭ
ＳＣ５０）に要請する。ＳＭＬＣ１２は、通例、運営者のＢＳＣ９６と同じ場所に設置さ
れるが、遠方に分散することもできる。ＳＭＬＣ１２の主要な機能は、ＲＮＭ８２からの
信号検出に関する報告を受信し、位置検出処理、および信号毎の現在地推定値の計算を行
うことである。ＳＭＬＣ１２は、ネットワークを管理し、位置検出記録へのアクセスを通
信業者に与える。ＳＭＬＣ１２は、位置検出記録の収集および配布を責務とする。また、
ＳＭＬＣ１２は、コンフィギュレーション情報を維持し、ネットワーク管理をサポートす
る。
【００４０】
　ＬＭＳ１１は、ＬＭＳ１１が接続されているネットワーク１０における全てのエービス
・シグナリング・リンク７６（そして場合によってはＡ－インターフェース・リンク５２
およびＧＳＭ移動体アプリケーション・プロトコル（ＧＳＭ－ＭＡＰ）４８インターフェ
ース）を継続的に監視する。ＬＭＳ１１の機能は、呼およびＳＭＳ設定手順、におけるメ
ッセージ（例えば、ＧＳＭ音声会話またはＧＰＲＳデータ・セッション）、呼中(mid-cal
l)制御メッセージ、およびＭＳ８０に対する呼終了および解除メッセージを取り込むこと
である。次いで、ＬＭＳ１１は、これらのメッセージに収容されているデータを、後続の
位置検出処理のために、ＳＭＬＣ１２に転送する。
【００４１】
　ＧＳＭサービス制御機能（ｇｓｍＳＣＦ）２０は、サービス制御点（ＳＣＰ）とも呼ば
れ、非呼指向サービスを加入者に提供するためのデータベースおよび論理規則を収容する
。ＧＳＭ移動体アプリケーション・プロトコル（ＧＳＭ－ＭＡＰ）４８は、ワイヤレス・
ネットワークの有線区間における呼関連制御サービスのための通信媒体である。ＧＳＭ－
ＭＡＰ４８は、自動ルーティング、認証、位置検出サービスシステム間ハンドオフ、およ
びＧＳＭまたはＵＭＴＳネットワーク上におけるショート・メッセージ・サービスのルー
ティングのようなサービスを提供するために存在する。ＭＳＣ５０、ＨＬＲ３４、ＶＬＲ
（ＭＳＣ５０における）、ＧＭＳＣ４４、ＥＩＲ３２、ＧＭＬＣ９８、およびｇｓｍＳＣ
Ｆ２０のような全てのワイヤレス・ネットワーク・エレメントは、このメッセージング・
プロトコルを用いて、互いの間で通信を行う。ＧＳＭ－ＭＡＰ４８は、国際シグナリング
・システム７ネットワーク（ＳＳ７）上に常駐する。
【００４２】
　ゲートウェイ移動体位置検出サービス（ＧＭＬＣ）９８は、３ＧＰＰ規格によって、Ｇ
ＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳネットワークにおける位置検出記録のためのクリアリングハウ
スと規定されている。ＧＭＬＣ９８は、厳しく制御されるＳＳ７ネットワーク（ＧＳＭ－
ＭＡＰネットワーク）４８と公衆インターネットとの間におけるバッファとして機能する
。位置検出に基づくサービスのための認証、アクセス制御、課金(accounting)、および許
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可機能は、ＧＭＬＣ９８上に常駐しこれによって制御されるのが慣例である。
【００４３】
　Ｌｅインターフェース２４は、ＩＰに基づくＸＭＬインターフェースであり、元来Loca
tion Interoperability Forum（ＬＩＦ）において開発され、後にＧＳＭ（ＧＥＲＡＮ）
およびＵＭＴＳ（ＵＴＲＡＮ）の第三世代パートナーシップ・プログラム（３ＧＰＰ）に
よって標準化された。位置検出系サービス（ＬＢＳ）クライアント２２は、ＬＣＳ（位置
検出サービス）としても知られている。ＬＢＳおよびＬＣＳ２２は、ソフトウェア・アプ
リケーションであり、移動体デバイスの位置検出を用いるために一意にイネーブルされる
サービスである。
【００４４】
　Ｅ５＋インターフェース１８は、北アメリカのE9-1-1のJoint ANSI/ETSI Standard 036
において規定されているE5インターフェースの修正である。E5+インターフェース１８は
、ＳＭＬＣ１２およびＧＭＬＣ９８のノードを直接接続し、ＬＭＳ１１またはＲＮＭ８２
のトリガがワイヤレス位置検出システムによって用いられるときに、ネットワーク獲得情
報（セル－ＩＤ、ＮＭＲ、ＴＡ等）を用いて、あるいは特殊化した受信機が実行するＴＤ
ＯＡおよび／またはＡｏＡ（到達角度）によってプッシュ動作を可能にする。
【００４５】
　ユーザ機器（ＵＥ）８８は、ＵＭＴＳ移動体デバイスのような機器として規定すること
ができる。ノードＢ８６は、ＵＭＴＳ無線ネットワークに対するUniversal Mobile Telep
hony System Radio Access Network（ＵＴＲＡＮ：共通移動体電話システム無線アクセス
・ネットワーク）のネットワーク・インターフェースである。無線ネットワーク・コント
ローラ（ＲＮＣ）７０は、ＵＴＲＡＮによる字散る無線資源管理（ＲＲＭ）を可能にする
。ＲＮＣ７０は、ＧＳＭ　ＢＳＣと同じ機能を実行し、ＲＮＳエレメント（ＲＮＣおよび
ノードＢ）の集中制御を行う。ＲＮＣ７０は、Ｉｕ、Ｉｕｒ、およびＩｕｂインターフェ
ース間においてプロトコル交換を処理し、無線ネットワーク・システム全体の集中動作お
よび保守を責務とする。
【００４６】
　担当ＧＰＲＳサポート・ノード（ＳＧＳＮ）６８は、個々のＧＰＲＳ可能な移動局８０
の現在地を監視し、基本的なセキュリティ機能およびアクセス制御機能を実行する。ＳＧ
ＳＮ６８は、Global System for Mobility（ＧＳＭ：移動用汎地球システム）の無線アク
セス・ネットワーク（ＧＥＲＡＮ）およびＵＭＴＳ無線ネットワーク双方に応対すること
ができる。
【００４７】
　ゲートウェイＧＰＲＳサポート・ノード（ＧＧＳＮ）４６は、ＧＰＲＳネットワークに
対してシステム・ルーティング・ゲートウェイとして作用する。ＧＧＳＮ４６は、外部パ
ケット・データ・ネットワーク（例えば、公衆ネットワーク）への雪像部であり、請求書
発行、ルーティング、セキュリティ保護(firewalling)、およびアクセス・フィルタリン
グのタスクを実行する。ゲートウェイＭＳＣ（ＧＭＳＣ）４４は、ローミングする加入者
を、別の運営業者のネットワークにおける訪問先ＭＳＣに導くブリッジとして作用する。
制御シグナリングおよびトラフィック・トランク双方は、ＧＭＳＣ４４を通じて設定する
。
【００４８】
　Ｕｍ１５は、ＧＳＭ無線インターフェースである。Ｕｕ１７は、ＵＭＴＳ無線インター
フェースである。Ｉｕｂインターフェース９０は、ＵＭＴＳネットワーク上に配置され、
ＲＮＣ（無線ネットワーク・コントローラ）７０とノードＢ８６との間にある。Ｉｕｐｃ
７２は、位置推定を行うために、ＵＭＴＳネットワーク内においてＵＭＴＳ　ＲＮＣ７０
をＳＭＬＣ（ＳＡＳとも呼ぶ）と相互接続する。Ｉｕ－ＣＳ（回線交換）インターフェー
ス６２は、ＵＭＴＳ　ＲＮＣ７０を回線交換通信指向ネットワーク（ＭＳＣ）５０と接続
する。Ｉｕ－ＰＳ（パケット交換）インターフェース７４は、ＵＭＴＳ　ＲＮＳ７０をパ
ケット交換通信指向ネットワーク（ＳＧＳＮ）６８と接続する。Ｇｂインターフェース６
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６は、ＢＳＣ９６をＳＧＳＮ６８と相互接続し、ＧＰＲＳ通信のルーティングを可能にす
る。
【００４９】
　Ｇｎインターフェース６０は、ＧＰＲＳパケット・インターフェースであり、ＳＧＳＮ
６８とＧＧＳＮ４６との間に配置されている。Ｇｓインターフェース６４は、ＧＰＲＳシ
ステム・インターフェースであり、ＳＧＳＮ６８とＭＳＣ５０との間に配置されている。
Ｇｒインターフェースは、ＧＳＭ－ＭＡＰインターフェースであり、ＳＧＳＮ６８とホー
ム・ロケーション・レジスタ（ＨＬＲ）３４との間に配置されている。
【００５０】
　米国特許第６，７８２，２６４号に記載されているように、基地局コントローラ（ＢＳ
Ｃ）リンク（例えば、エービス・リンク）への基地送受信局（ＢＴＳ）を監視して、トリ
ガメッセージおよび情報フィールドを検出することが可能である。’２６４特許にのいて
ＡＭＳ（エービス監視システム）と呼ばれ、ＧＳＭエービス・インターフェースを監視す
ることを一例とする受動ネットワーク・モニタが、本発明にしたがって拡張され、ここで
はリンク監視システムまたはＬＭＳと呼ぶことにする。リンク監視システム（ＬＭＳ）は
、多数のセルラ・ネットワーク・データ・リンクを同時に監視し、対象のデータを走査し
、メッセージ内部にある特定のメッセージまたはデータ・フィールドを検出することがで
きる。対象のメッセージまたはデータ・フィールドの設定または作業(tasking)は、いず
れの時点でも行うことができる。一致が生じた場合、ＬＭＳを更にトリガして、記憶メモ
リへの書き込み、またはトリガメッセージおよび（または）データ・フィールドの別のシ
ステム・ノードへの転送というような、予め設定してある行動(action)を実行することが
できる。
【００５１】
　無線ネットワーク・モニタは、位置検出トリガ情報およびメセージングの受動的監視を
、無線エア・インターフェースに拡張する。ＲＮＭは、アップリンク（移動体デバイスか
らＢＴＳまたはノードＢ）およびダウンリンク無線通信双方を検出し監視することができ
る。
【００５２】
　図示のシステムは、ワイヤレス・ネットワークおよび有線（または陸線）ネットワーク
双方からの情報を採用する。３ＧＰＰ、ＥＴＳＩおよびＡＮＳＩのような組織における位
置検出に基づくサービスに対する国内および国際規格化作業の進展により、位置検出に基
づくサービスを即座に展開するために、ある種の無線、呼、および発呼者情報を獲得する
のを補助するために、ＬＭＳが開発された。ＬＭＳの属性および能力は全て、ワイヤレス
および有線通信ネットワークの他のノードにも組み込むことができる。この手法は、全て
のディジタル・セルラに適用可能であり、ワイヤレス・ネットワークと同様、ＴＤＭＡ、
ＣＤＭＡ、およびＯＦＤＭ系ワイヤレス・ネットワークを含むがこれらに限定されるので
はない。（ＯＦＤＭは直交周波数分割変調を意味し、これはディジタル送信におけるキャ
リア変調に用いられるスペクトル拡散方法である。）ＧＳＭシステムは、本発明の基礎と
なる発明概念を記述するために用いられるが、異なる命名方式や頭字語規則を用いても、
本発明のＧＰＲＳおよびＵＭＴＳシステムへの適用を除外する訳ではない。
【００５３】
　リンク監視システムは、例えば、ＧＳＭ、ＧＳＭ－Ｒ、ＧＰＲＳ、およびＵＴＭＳシス
テムの受動的、非侵襲的監視を可能にする。ＧＳＭシステムの場合の一例では、ＬＭＳは
エービス（ＢＴＳ－ＢＳＣ）インターフェース、Ａ（ＢＳＣ－ＭＳＣ）インターフェース
、およびＧＳＭ　ＭＡＰインターフェース（ＭＳＣ－ＨＬＲ、ＭＳＣ－ＧＭＬＣ、ＭＳＣ
－ＧＭＳＣ、およびＭＳＣ－ｇｓｍＳＣＦ）から受動的にデータ・ストリームを受信する
ことができる。ＧＳＭ　ＭＡＰという用語（ＭＡＰは、移動体適用部分(Mobile Applicat
ion Part)を意味する）は、汎地球ＳＳ７ネットワークを示すために用いられ、Ｃ，Ｄ，
Ｅ，Ｆ，Ｈ，Ｇｃ，Ｇｆ，Ｇｒ，Ｌｈ，およびＬｇインターフェースを含む。
【００５４】



(21) JP 2008-544608 A 2008.12.4

10

20

30

40

50

　ＧＰＲＳシステムの場合の一例では、ＬＭＳはエービス（ＢＴＳ－ＢＳＣまたはＢＴＳ
－ＰＣＵ）インターフェース、Ｇｂ（ＰＣＵ－ＳＧＳＮ）インターフェース、およびＧＳ
Ｍ　ＭＡＰインターフェース（ＳＧＳＮ－ＨＬＲ、ＳＧＳＮ－ＧＭＬＣおよびＳＧＳＮ－
ｇｓｍＳＣＦ）からデータ・ストリームを受動的に受信することができる。ＵＭＴＳシス
テムの場合の一例では、ＬＭＳは、Ｉｕｂ（ノードＢ－ＲＮＣ）インターフェース、Ｉｕ
線ＣＳ（ＲＮＣ－ＭＳＣ）インターフェース、Ｉｕ－ＰＳ（ＲＮＣ－ＳＧＳＮ）インター
フェース、およびＧＳＭ　ＭＡＰインターフェース（ＭＳＣ－ＨＬＲ、ＭＳＣ－ＧＭＬＣ
およびＭＳＣ－ｇｓｍＳＣＦ、ＳＧＳＮ－ＨＬＲ、ＳＧＳＮ－ＧＭＬＣおよびＳＧＳＮ－
ｇｓｍＳＣＦ）からデータ・ストリームを受動的に受信することができる。
【００５５】
　ＬＭＳは、メッセージ内において、受信データを探索して、特定のメッセージまたはデ
ータ・フィールドを検出することができる。対象のメッセージまたはデータ・フィールド
の設定または作業は、いずれの時点でも行うことができる。一致が生じた場合、ＬＭＳを
更に行きして、予め設定してある行動、即ち、記憶メモリへの書き込み、あるいはトリガ
メッセージおよび（または）データ・フィールドの別のシステム・ノードへの転送を実行
する。
【００５６】
　一旦ＬＭＳをトリガしたなら、種々の情報をトリガメッセージまたは後続のデータ・メ
ッセージングから得ることができる。この方法からこつこつと集められる情報は、イベン
ト関連情報、移動体または加入者アカウント情報、会話関連情報、担当セル情報、および
無線環境情報を含むことができる。
【００５７】
　イベント関連情報は、トリガイベント、蓄積無線インターフェースおよびセルラ・シス
テム・データ、加入者データ、トリガデータを受信した監視対象データ・リンク、ならび
に内部で発生したＬＭＳタイムスタンプおよびインデックス作成情報を含むことができる
。移動体または加入者アカウント情報は、無線インターフェースおよびキャリアＨＬＲを
通じてハンドセットから入手可能な情報を含むことができる。ハンドセットからのＩＭＥ
ＩおよびＳＩＭからのＩＭＳＩ双方、ならびに発呼側および被呼側ＭＳ－ＩＳＤＮを、監
視するリンクおよび走査するメッセージに応じて、取り込むことができる。会話関連情報
は、発呼側番号および被呼側番号を、移動体発信および移動体着信双方の場合について含
むことができる。これらの番号は、ＳＭＳ　ＰＩＮＳと呼ばれることもあるが、会話関連
情報に含まれることに変わりはない。
【００５８】
　担当セル情報は、セルＩＤ（ＧＥＲＡＮネットワークではＣＧＩ、あるいはＵＭＴＳネ
ットワークではＣＩ）、タイミング進み（ＧＳＭ／ＧＰＲＳにおけるＴＡ）または往復時
間（ＵＭＴＳにおけるＲＴＴ）、無線周波数（絶対無線周波数チャネル番号（ＡＲＦＣＮ
））、基地局アイデンティティ・コード（ＢＳＩＣ）、端末終点識別子（ＴＥＩ）、なら
びに位置検出区域コード（ＬＡＣ）を含むことができる。以前のセル情報は、ハンドオー
バー・イベント中に入手可能であり、現行の担当セルと同じデータ集合を含む。
【００５９】
　システムが収集する無線関連情報は、アップリンク（ＭＳからＢＴＳ、ＵＥからノード
－Ｂ）、およびダウンリンク（ＢＴＳからＭＳ、ノード－ＢからＵＥ）の電力および品質
レベル、ならびにビーコンまたはブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）ＡＲＦＣＮ
、電力、および品質を含むことができる。また、潜在的なハンドオフ候補セクタまたはセ
ルに対するチャネルおよび電力レベルを含むネットワーク測定報告（ＮＭＲ）も、入手可
能なときに収集することができる。
【００６０】
　これより、本発明の種々の形態による無線トランザクションの使用、ネットワーク・イ
ベント、およびフィルタについて説明する。
【００６１】
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Ｂ．無線トランザクション、ネットワーク・イベント、およびフィルタ
　ネットワーク・モニタは、ワイヤレス位置検出システムがアップリンクおよびダウンリ
ンク双方において移動体電話機とＢＴＳとの間でトラフィックを受動的に監視することを
可能にする。対象区域内に位置する無線ネットワーク・モニタ（ＲＮＭ）８２、広帯域受
信機、または一群の狭帯域受信機が、周波数、タイムスロット、コード、および／または
ホッピング・シーケンスを走査および発見するか、またはこれらを予め設定され、ランダ
ム・アクセス・チャネル（ＲＡＣＨ）、アクセス付与チャネル（ＡＧＣＨ）、および対象
メッセージ用制御チャネル（ＧＳＭ／ＧＰＲＳにおけるＳＤＣＣＨ）を監視する。ＲＮＭ
８２には暗号化された情報を解読する能力がないので、対象のメッセージ・トランザクシ
ョンは、（１）呼発信、（２）着呼、（３）ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）
発信、（４）ＳＭＳ着信、および（５）位置更新要求に制限される。
【００６２】
　ワイヤレス・デバイスの位置検出は、ワイヤレス通信業者のインフラストラクチャへの
物理的接続がなくても、ＢＴＳからのダウンリンク送信上においてアクセス付与チャネル
（ＡＧＣＨ）を受信し、その中に収容されているメッセージング情報にアクセスすること
によって行うことができる。メッセージング情報には、タイミング進み（ＴＡ）、チャネ
ル参照番号、およびフレーム番号が含まれる。この情報を得るには、ＢＴＳのダウンリン
ク送信から、暗号化されていないＡＧＣＨを検出し、復調し、デコードする。これは、ワ
イヤレス位置検出システムのためにネットワーク自律トリガとして用いられ、ＳＤＣＣＨ
上で移動体デバイスから後続のアップリンク送信を受信することによって、ＵＴＤＯＡを
用いてワイヤレス・デバイスの位置を検出することが可能となる。ワイヤレス・デバイス
の位置は、ＵＴＤＯＡまたはＡｏＡよりも遥かに低い精度ではあるが、ＧＣＩ＋ＴＡによ
って推定することもできる。ＣＧＩ＋ＴＡは、ＡＧＣＨからのその他の情報、およびワイ
ヤレス・ネットワークに関するその他の先験的情報によって改善することができる。移動
体デバイスからの初期ＳＤＣＣＨ送信を復調しデコードすることによって、移動体デバイ
スに関する識別情報、特に、ＴＭＳＩまたはＩＭＳＩが得られる。ワイヤレス・ネットワ
ークにおいて暗号化が可能でない場合、ワイヤレス・デバイスからのＳＤＣＣＨ送信を更
に復調およびデコードすることにより、発呼側番号および被呼側番号だけでなく、ＩＭＥ
Ｉ、ＭＳＩＳＤＮのようなその他の識別情報も得られる。
【００６３】
Ｃ．ネットワーク・トリガおよびイベント
　ＬＭＳ１１は、呼接続イベントまたは無線インターフェース・イベントにおいてトリガ
するように設定することもできる。これらのイベントは、単一メッセージおよび一連のメ
ッセージを備えることができ、各々、呼接続または無線イベントと関係付けられている。
これらのイベントには（１）ネットワーク測定報告の受信、（２）移動体発呼、（３）移
動体着信呼受信、（４）移動体発信ＳＭＳ発送、（５）移動体着信ＳＭＳ受信、（６）ハ
ンドオーバー（開始）、（７）ハンドオーバー（完了）、（８）位置更新、（９）ＲＦチ
ャネル割り当て、（１０）ＩＭＳＩ添付、（１１）ＩＭＳＩ分離、（１２）移動体発信呼
切断、（１３）移動体着信呼切断、（１４）機器応答特定、および（１５）呼障害が含ま
れる。
【００６４】
　ここに記載する本発明のシステムは、米国特許第６，７８２，２６４号（Anderson)に
既に記載されているよりも多くの呼設定メッセージング・トランザクションを用いる。位
置検出システムのトリガおよび作業のために用いられる呼設定情報に加えて、アプリケー
ションをトリガする高度位置検出に基づくサービスは、追加の無線インターフェース、エ
ービス、Ａ、ならびにＧＳＭ－ＭＡＰインターフェース・メッセージ、トランザクション
、およびデータを利用することができる。「トランザクション」という用語は、高度トリ
ガ発明(advanced trigger invention)に潜在的に有用なメッセージまたはメッセージ・シ
ーケンスを意味する。「フィルタ」という用語は、トランザクションにおける監視データ
の分析のためにＬＭＳにおいて予め設定されている規則のことである。フィルタは、ＭＳ
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識別、セル識別、位置検出区域コード、監視した既設定情報と予期した既設定情報との間
の相違を含むことができる。
【００６５】
　以下の手順は、無線ネットワーク・モニタ（ＲＮＭ）および／またはリンク監視システ
ム（ＬＭＳ）によってトリガされる位置検出のために用いられる。ワイヤレス位置検出の
トリガは、トランザクションおよびフィルタを含む。トランザクションが発生し、フィル
リングが一致した場合、愚痴に位置検出トリガを発生する。各手順は、潜在的な位置検出
トリガイベントが発生したか否かについての判定に必要なメッセージングを内包する。各
メッセージの記述は、位置検出トリガの発生の肯定的判定について予め設定してある規則
によるフィルタリングのためのフィールドを含む。
【００６６】
　簡潔性を心がけるために、共通の呼メッセージ・シーケンスの一部を手順として纏める
ことにする。
【００６７】
初期チャネル割り当て手順
　以下に説明する初期チャネル割り当て手順は、（１）移動体が発信する呼、（２）ＳＭ
Ｓ発信、および（３）位置更新に共通である。初期チャネル割り当て手順では、無線イン
ターフェース上でメッセージングを暗号化しない。したがって、移動体からＢＴＳへの通
信および移動体からＢＳＣへの通信は全て、ＲＮＭおよびＬＭＳに入手可能である。
【００６８】
　移動体デバイスは、CHANNEL REQUEST [3GPP 44.018, 9.1.8]をＢＴＳにランダム・アク
セス・チャネル（ＲＡＣＨ）を通じて送り、すると、ＢＴＳは最初にCHANNEL ACTIVATION
 [3GPP TS 48.058, 8.4.1]メッセージでＢＴＳに応答する。ＢＴＳ（十分な無線資源が利
用可能な場合）、CHANNEL ACTIVATION ACKNOWLEDGEメッセージ[3GPP TS 48.058, 8.4.2]
でＢＳＣに応答する。このメッセージ対は、内包されているチャネル番号を通じて繋がれ
ている。
【００６９】
　一旦ＢＳＣが移動体デバイスのためのチャネル予約を確認したなら、ＢＳＣはＢＴＳを
通じてダウンリンクＣＣＣＨ（アクセス付与チャネル（ＡＧＣＨ）上のIMMEDIATE ASSIGN
MENT COMMANDメッセージ[3GPP TS 48.058, 8.5.6]によって、移動体に指令する。
【００７０】
　IMMEDIATE ASSIGNMENT COMMAND（即座割り当てコマンド）は、"Full Imm Assign Info"
エレメントにおける３つの可能な無線資源（ＲＲ）割り当てコマンドの内の１つから成る
。関連する即座割り当てメッセージは、3GPP TS 04.08 (IMMEDIATE ASSIGNMENT [3GPP TS
 24.008, 9.1.18]、またはIMMEDIATE ASSIGNMENT EXTENDED [3GPP TS 24.008]またはIMME
DIATE ASSIGNMENT REJECT [3GPP TS 24.008, 9.1.20]において規定されている通りであり
、「呼出モード」エレメントが値「変更無し」に設定されている。
【００７１】
　IMMEDIATE ASSIGNMENT COMMANDメッセージは、全て、要求参照パラメータ[3GPP TS 48.
058, 9.3.19および3GPP TS 44.018, 10.5.2.30]を通じてエービス・リンク上において元
のCHANNEL REQUIRED メッセージに関連付けられる。この要求参照パラメータは、アクセ
ス要求およびアクセス理由を特定する。
【００７２】
　元のCHANNEL REQUESTおよびCHANNEL REQUIRED メッセージの確立原因値[3GPP TS 44.01
8, Table 9.1.8.1]9.1.8]をIMMEDIATE ASSIGNMENT COMMAND内で搬送されるチャネル番号
と結び付けることによって、ＲＮＭまたはＬＭＳは、進行中の呼発信、ＳＭＳ発信、また
はＳ－ＤＣＣＨに対する位置更新に追従することができ、移動体および加入者識別が利用
可能となる。
【００７３】
　ＲＮＭおよびＬＭＳは、理由値およびＳ－ＤＣＣＨ割り当てを収集する。これらは双方
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ともローカル・メモリに格納されている。原因値が、呼発信、ＳＭＳ発信、または位置更
新イベントに対する位置検出トリガの一部である場合、ＲＮＭまたはＬＭＳはワイヤレス
位置検出システムに、スケジューリング、新たな過去の呼記録、既存の呼記録の更新、ま
たはこのようなネットワーク・アクセス・イベントに関する統計の保持についてのイベン
トを通知する。また、ＲＮＭおよびＬＭＳは、セルＩＤまたはＣＧＩのような、発信元セ
ル・サイト情報も収集する。
【００７４】
１．位置更新
　ＭＳが移動体着信呼を行うために、ワイヤレス・ネットワークは、ＭＳの移動には関係
なく、ＭＳの現在地を知らなければならない。したがって、ＭＳは位置更新手順を用いて
周期的にその現在地をネットワークに報告する。位置更新手順を実行するのは、（１）Ｍ
Ｓがオフに切り換えられており、アクティブにしたいとき、（２）ＭＳがアクティブであ
るが呼には関与しておらず、位置検出区域間で移動するとき、または（３）規則的な所定
時間間隔の後である。位置更新手順および移動体の呼処理の間、ある種の番号が用いられ
る。これらには、移動局ＩＳＤＮ番号（ＭＳＩＳＤＮ）、移動体加入者ローミング番号（
ＭＳＲＮ）、国際移動体加入者アイデンティティ（ＩＭＳＩ）、一時的移動体加入者アイ
デンティティ（ＴＭＳＩ）、および前述のローカル移動局アイデンティティ（ＬＭＳＩ）
を含む。
【００７５】
　移動局ＩＳＤＮ番号（ＭＳＩＳＤＮ）は、移動体加入者に割り当てられるディレクトリ
番号である。ＭＳＩＳＤＮの番号をダイアルして移動体加入者に通話する。この番号は、
移動局が登録されている国の国コード（ＣＣ）（例えば、ドイツでは４９、ブルネイでは
６７３）と、その後に続く、ネットワーク宛先コード（ＮＤＣ）および加入者番号（ＳＮ
）から成る国内移動体番号とから成る。ネットワーク宛先オー度は、各ＧＳＭ　ＰＬＭＮ
に割り当てられる。ＭＳＩＳＤＮの組立は、移動体加入者のＨＬＲにメッセージを導出す
るためのシグナリング接続制御部（ＳＣＣＰ）においてグローバル・タイトル・アドレス
(global title address)として用いることができるようになっている。
【００７６】
　移動局ローミング番号（ＭＳＲＮ）は、ゲートウェイＭＳＣが着信呼を、現在ゲートウ
ェイの制御下にないＭＳに導出する際に必要となる番号である。ＭＳＩＳＤＮを用いて、
移動体着信呼をゲートウェイＭＳＣに導出する。このＭＳＩＳＤＮに基づいて、ゲートウ
ェイＭＳＣは、ＭＳＲＮに、現在訪問中のＭＳＣに呼を導出するように要求することがで
きる。
【００７７】
　国際移動加入者アイデンティティ（ＩＭＳＩ）は、移動機器のＳＩＭにおいて具体化さ
れる。ＭＳは、ＭＳがネットワークにアクセスするときであればいつでも、ＩＭＳＩを提
供する。ＩＭＳＩコードは３つの成分を有し、ＬＡＩと同じ意味およびフォーマットを有
する移動体国コード（ＭＣＣ）、同様にＬＡＩと同じ意味およびフォーマットを有する移
動体ネットワーク・コード（ＭＮＣ）、ならびにＧＳＭ　ＰＬＭＮ内において移動体加入
者を識別するコードである、移動体加入者識別番号（ＭＳＩＮ）を含む。ＩＭＳＩにおけ
る総桁数は１５を超えない。
【００７８】
　一時的移動体加入者アイデンティティ（ＴＭＳＩ）は、可能なときに、ＩＭＳＩの代わ
りに用いられるアイデンティティの別名である。ＴＭＳＩを用いることにより、無線リン
ク上で暗号化したＩＭＳＩコードを転送する必要性をなくすことによって、移動体加入者
の真のアイデンティティの秘密保持を確保する。ビジタ位置登録簿（ＶＬＲ：visitor lo
cation registry）は、一意のＴＭＳＩコードを、その区域内で動作している各移動体加
入者に割り当てる。このコードは、ＶＬＲが監督する区域内のみで有効であり、ＭＳへの
メッセージおよびＭＳからのメッセージにおいて加入者を特定するために用いられる。位
置検出区域の変更がＶＬＲ区域の変更も伴う場合、新たなＴＭＳＩコードを割り当てて、
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ＭＳに伝達する。ＭＳはＴＭＳＩをそのＳＩＭに格納する。
【００７９】
　ローカル移動局アイデンティティ（ＬＭＳＩ）は、一時的な加入者データである。しか
しながら、ＬＭＳＩの使用は任意である。ＶＬＲにおける加入者データの探索を高速化す
るためには、補足的なローカル移動局アイデンティティ（ＬＭＳＩ）を規定することがで
きる。ＬＭＳＩは、位置更新時にＶＬＲによって割り当てられ、ＩＭＳＩと共にホーム・
ロケーション・レジスタ（ＨＬＲ）に送られる。ＨＬＲはＬＭＳＩを利用しないが、これ
をＩＭＳＩと共に、そのＭＳと係わりのあるＶＬＲに送られる全てのメッセージに含ませ
る。
【００８０】
　ＧＳＭまたはＵＭＴＳ移動局（即ち、ワイヤレス・デバイス）が、担当セルＢＣＣＨに
よって搬送される位置検出区域インデックス（ＬＡＩ）の変更を検出したとき、位置更新
手順を呼び出すことができる。ＧＳＭまたはＵＭＴＳ移動体は、アイドル状態にあるとき
に、位置検出区域更新（ＬＡＵ）を実行することができる。ＬＡＵは、移動体がＬＡ（位
置検出区域）の境界を交差したとき、または周期的に（周期期間は通信業者のネットワー
クによって設定する）トリガすることができる。ＬＡＩの変更が呼の最中に生じた場合（
ＬＡＣに対するキャリアの変更、または移動体の移動のいずれかによって）、移動局は、
呼が一旦完了して移動体がアイドル状態に戻ってから、位置更新手順を実行することがで
きる。
【００８１】
　同様に、ＧＰＲＳ移動体は、準備完了／待機状態において導出区域更新を実行すること
ができる。ＲＡＵは、移動体がＲＡ（導出区域）の境界を交差したとき、または周期的（
周期期間は通信業者のネットワークによって設定する）トリガすることができる。また、
移動体がアイドルから待機状態に移動したときにも、ＲＡＵを実行することができる。こ
れは、移動体の電源を入れたときに生ずるのが通例である。ＬＡＣ境界を交差することが
原因でＲＡＵを実行する場合、移動体デバイスのＬＡＵによって、パケット・データ（Ｇ
ＰＲＳ）および音声能力（ＧＳＭ／ＵＭＴＳ）双方を用いて遂行することができる。
【００８２】
　位置更新手順は、「位置更新」のために設定したCHANNEL REQUIREDメッセージの原因値
[3GPP TS 24.008, 9.1.8]ビット・シーケンスと共に、前述の初期チャネル割り当て手順
を用いる。
【００８３】
　一旦Ｓ－ＤＣＣＨに割り当てられると、移動体デバイスは移動管理（ＭＭ）メッセージ
LOCATION UPDATE REQUREST [3GPP TS 24.008, 9.2.15]をＢＴＳに送り、ＢＴＳはLOCATIO
N UPDATE REQUEST をエコー・バックする。次いで、ＢＴＳはLOCATION UPDATE REQUEST 
をＢＳＣに受け渡す。LOCATION UPDATE REQUESTは、移動体の登録ステータスに応じて、
移動体デバイスの静的国際移動局識別子（ＩＭＳＩ）[3GPP TS 23.003, 2.2]または局地
的に割り当てられる一時的移動局識別子（ＴＭＳＩ）[3GPP TS 23.002, 2.4]のいずれか
を収容する。新たに電源を入れた移動体は、ＩＭＳＩを用いてLOCATION UPDATE REQUEST
を開始し、一方既にネットワークに登録されている移動体デバイスまたはＬＡに入ったば
かりの移動体デバイスは、LOCATION UPDATE REQUESTの間識別のためにＴＭＳＩを用いる
（用いた）。
【００８４】
　次いで、ネットワークは移動体デバイスの認証を行い、暗号化を設定し、アイデンティ
ティ要求手順によって移動体デバイスのＩＭＥＩをチェックすることができ、ＴＭＳＩ再
割り当て手順によって新たなＴＭＳＩを設定し、位置更新手順を完了し、次いで解除手順
を用いて、別の使用のために、予約してあるＳ－ＤＣＣＨチャネルを解放することができ
る。
【００８５】
　位置更新手順を遂行して完了するには、LOCATION UPDATING ACCEPT [3GPP 24.008, 9.2



(26) JP 2008-544608 A 2008.12.4

10

20

30

40

50

.13]をＭＳＣによってＢＳＣおよびＢＴＳを通じて移動体に送ることが必要となる。ＬＭ
Ｓは、この時点で、移動体の現行の位置検出区域識別（ＬＡＩ）[3GPP TS 24.008, 10.5.
13]を収集することができる。
【００８６】
　位置更新手順の間、ＲＮＭまたはＬＭＳは、新たに登録した移動体のためにＴＭＳＩ対
ＩＭＳＩの関連付けを収集し、収集した位置検出区域および収集した担当セル（現在およ
び以前の）双方に関連付けられたＴＭＳＩを収集し、移動体がＳ－ＤＣＣＨ上にいる間に
、ワイヤレス位置検出システムをトリガして、低精度（セル－ＩＤおよびタイミング進み
＋セル－ＩＤ双方が利用可能）または高精度（Ｕ－ＴＤＯＡおよび／またはＡｏＡに基づ
く）位置推定を実行させる。
【００８７】
　高精度位置検出は、通常、セルＩＤ技法で利用可能であるよりも精度の高いワイヤレス
・デバイスの位置検出のために、ＴＤＯＡまたはＡｏＡを使用することを伴う。高精度位
置検出は、セルに基づく位置検出技法よりも精度が高く、通例、２５０メートルよりも高
い精度である。アメリカ合衆国では、高精度は、Federal communications commission（
ＦＣＣ）によってE9-1-1 phase II 指令において、１００メートルまたは時間の６７％未
満(less 67% of the time)、かつ３００メートルまたは時間の９５％未満(300 meters 95
% of the time)と規定されている。対照的に、低精度位置検出は、ＣＧＩ／ＣＩ、ＴＲ／
ＲＴＴを用いたＣＧＩ／ＣＩ、および改良セルＩＤ（ＥＣＩＤ）を用いる。これら低精度
位置検出技法は、非常にばらつき易い非均一的な位置検出精度を有し、先に論じた高精度
技法程精度が高くない。
【００８８】
　ＥＣＩＤ技法は、移動体デバイスが多数の潜在的なハンドオーバー候補／近隣セルの電
力レベル(ＲＸＬｅｖ)を記録できることを拠り所とする。この技法では、到達電力差（Ｐ
ＤＯＡ）測定が加わる。これは、ＣＧＩ＋ＴＡに基づく位置推定値を改善しようとする試
みにおいて、既存のＧＳＭネットワーク管理報告（ＮＭＲ）から得られた。
【００８９】
　ＰＤＯＡ値は、担当セルおよび少なくとも３つの近隣セルについて移動体が収集した受
信信号レベル（ＲＸＬＥＶ）に基づく。ＰＤＯＡデータを収集するには、３つ以上の近隣
セル・サイトの視認性(visibility)が必要となるので、歩留まりは１００％未満となる。
ＲＦマルチパス、移動体受信機の品質、および７ビットＲｘＬＥＶ測定の粒度の影響が、
位置検出精度を低下させるように作用する。
【００９０】
　ＥＣＩＤはＰＤＯＡ多側面(multi-lateration)を用いるので、近隣セルの地理的配置も
、地理的な正確度の希釈によって、位置検出の品質に影響を及ぼす。サイト選択によって
潜在的なＧＤＯＰ低下を抑えることによって、ＮＭＲにおいて近隣セルのＲｘＬＥＶ測定
を６箇所に制限して、精度を限界内に止める。
【００９１】
　ＰＤＯＡの測定では、多数のサンプルを跨って平均を取る必要があるので（ＮＭＲはア
クティブな呼の間４８０ＭＳ毎に送られる）、レイテンシは、他のセル－ＩＤに基づく技
法よりも遥かに高くなる。
【００９２】
　図１ａおよび図１ｂは、それぞれ、全体および区分けセルについてのＣＧＩ／ＣＩ位置
検出を示す。図１ｃおよび図１ｄは、ＣＧＩ＋ＴＡ（全体）およびＣＧＩ＋ＴＡ（区分け
）位置検出プロセスを示す。図１ｅは、区分けしたセルにおいて格子マッピングを用いた
改良セルＩＤ（ＥＣＩＤ）を示す。図１ａから図１ｅは、本発明にしたがって示され、ワ
イヤレス電気通信業界の慣例および規格に応じて用いられるようにしている。
【００９３】
　位置更新は、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、またはＵＭＴＳエア・インターフェース上において、
ＳＤＣＣＨ無線ネットワーク・モニタ（ＲＮＭ）８２を用いて検出可能である。また、位
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置更新は、エービス・インターフェース上においても、位置更新要求移動管理メッセージ
として検出可能である。位置更新イベントは、ＬＭＳ１１をトリガして、低精度位置検出
（ＣＧＩ、ＣＧＩ＋ＴＡ、およびＣＧＩ＋ＴＡ＋ＮＭＲ）、および高精度ＴＤＯＡまたは
ＡｏＡ位置検出のための通信業者局地区域に据え付けた位置測定ユニット（ＬＭＵ）９２
に作業を課するための無線周波数情報双方のための追加情報を収集させる。
【００９４】
２．ルーティング更新
　ＧＰＲＳ移動体は、準備完了／待機状態において、ルーティング区域更新（ＲＡＵ）を
実行する。ＲＡＵは、移動体がルーティング区域（ＲＡ）境界を交差したとき、または周
期的にトリガされ、その周期は通信業者のネットワークによって設定される。また、移動
体がアイドルから待機状態に移動したときにも、ＲＡＵを実行する。これは、移動体の電
源を入れたときに生ずるのが通例である。
【００９５】
３．ハンドオーバー
　典型的なハンドオーバーが発生するのは、トラフィック・チャネル間のセッション中に
、ワイヤレス電話機をセルまたはセクタ間で受け渡し、ネットワークとの無線接続を維持
しようとするときである。制御チャネル間のハンドオーバーも可能である。ハンドオーバ
ーを決定する変数は、セルラ・システムの形式によって異なる。ＣＤＭＡ系システムでは
、干渉要件(interface requirement)はハンドオーバーにとって限定要因となる。ＧＳＭ
のようなＦＤＭＡおよびＴＤＭＡシステムでは、主な限定要因は、移動局（ＭＳ）に利用
可能な信号品質である。他の要因には、アンテナからの距離（ＧＳＭではタイミング進み
、ＵＭＴＳでは往復時間）、局地的負荷、および受信信号強度または経路損失レベルであ
る。
【００９６】
　ハンドオーバー・メッセージングは、高速関連制御チャネル（ＦＡＣＣＨ）上で行われ
る。高速関連制御チャネルは、ＧＳＭ移動体とネットワークとの間で、長大なシグナリン
グが必要なときに、移動体が通話している間、トラフィック・チャネルの代わりに現れる
。ＧＳＭハンドオーバーは、エービス・インターフェース上において、ハンドオーバー・
コマンドＲＲ　ＢＳＳＭＡＰメッセージとして検出可能である。通常、ハンドオーバー・
コマンドは、暗号化キーの共有が可能でなければ、ＲＮＭ８２によって検出できない。
【００９７】
　ハンドオーバー手順は、ＢＳＣがＢＴＳにHANDOVER COMMAND [3GPP TS 44.018, 9.1.15
]を発行することから開始する。HANDOOVER COMMANDは、現行のセルＩＤ[3GPP23.003, 4.3
.1]、現行のＴＣＨ[3GPP TS 44.018, 10.5.2.5]および今後のＴＣＨ[3GPP TS 44.018, 10
.5.2.5a]、タイミング進み[3GPP TS 44.018, 10.5.2.40]、ならびにハンドオーバー基準[
3GPP TS 44.018, 10.5.2.1.5]を収容する。
【００９８】
　ハンドオーバー手順は、ＢＴＳおよびＢＳＣ間のHANDOVER COMPLETE[3GPP TS 44.018, 
9.1.16]メッセージで完了する。このメッセージは、ハンドオーバーが成功したことを確
認するために存在する。ＬＭＳはこのメッセージを同じ目的に用いることができる。
【００９９】
　ＬＭＳは、内部に格納するため、位置検出をトリガするため、そして現行の呼のために
ＴＣＨ再割り当てに従うために、リストに纏められているメッセージにおいて利用可能な
情報フィールドを収集することがでえきる。ＬＭＳは、収集した情報および蓄積した呼記
録を、新たに収集したセル－ＩＤおよびタイミング進みデータに基づく低精度位置検出の
ために、ＷＬＳに転送することができる。ＬＭＳは、収集した情報および蓄積した呼記録
を、新たに割り当てたトラフィック・チャネル上での高精度のＵ－ＴＤＯＡまたはＡｏＡ
位置検出のために、ＷＬＳに転送することができる。
【０１００】
４．呼解除
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　呼解除とは、使用のために現在予約されているチャネル資源を、再利用および再割り当
てのために解放するときの呼終了またはデータ終了セッションのことである。確立した呼
セッションは、発呼側、被呼側、または無線インターフェースおよび信号損失によって終
了することができる。
【０１０１】
　解除[3GPP TS 24.008, 9.3.18]メッセージの内容は、解除を開始する側に応じて変化す
る。ネットワークから移動局に向かう方向では、RELEASEを3GPP TS 24.008, 9.3.18.1に
おいて入力する。移動体からネットワークに向かう方向では、RELEASEを3GPP TS 24.008,
 9.3.18.2において入力する。信号損失のためのRELEASEは、ネットワークから移動局に向
かう方向の場合と同じである。
【０１０２】
　ネットワークから移動局に向かう方向では、RELEASEＭＳＥＥ－ＪＩは、ネットワーク
がトランザクション識別子を解除しようとしていること、そして受信機器は、ネットワー
クから移動局に向かう方向に特定のRELEASE COMPLETION [3GPP TS 24.008 9.3.19.1]を送
った後に、トランザクション識別子を解除することを示すために送られる。
【０１０３】
　移動体からネットワークに向かう方向では、RELEASE MESSAGEは移動体からネットワー
クに送られ、移動体がトランザクション識別子を解除しようとしていること、そして受信
機器が、RELEASE COMPLETE [3GPP TS 24.008, 9.3.19.2]を送った後に、トランザクショ
ン識別子を解除することを示す。
【０１０４】
　ＬＭＳは、RELEASEおよびRELEASE COMPLETIONメッセージを監視して、監視している呼
セッションの終了を判定し、過去の蓄積呼記録を完成する。また、ＬＭＳは、後の分析の
ために、入手可能であれば、解除の原因[3GPP TS 24.008, 10.5.4.11]を格納することも
できる。
【０１０５】
　ＬＭＳは、RELEASEメッセージ・イベントを、総蓄積呼記録と共に、ワイヤレス位置検
出システムに転送することができる。ＷＬＳは、最後に記録したセル－ＩＤ、タイミング
進み、および測定報告に基づいて、最終的な低精度推定を行うことができ、あるいは残り
の移動体通信において最終的な高精度のＵ－ＴＤＯＡまたはＡｏＡ位置検出を試行するこ
とができる。
【０１０６】
　解除手順に対して対応する無線メッセージが暗号化ＦＡＣＣＨ上で起こるので、ＲＮＭ
８２は通常解除イベント・トリガを検出するためには用いることができない。
【０１０７】
５．呼出
　ネットワークが着信呼を有するとき、共通呼出チャネル（ＰＣＨ）において、アイドル
状態にあるときに、移動局を呼び出す。移動局の呼出に対する応答は、呼出応答と一般に
呼ばれており、ワイヤレス・ネットワークから無線資源チャネル要求[3GPP 44.018, 9.1.
8]によってＳＤＤＣＨを要求するためであり、原因値が二進の0001xxxx、0010xxxx、0011
xxxx、または100xxxxに設定され、ここで「ｘ」は「ドント・ケア」ビットを示すために
用いられており、この場合そのビットは０または１のいずれでも良く、原因値には影響を
及ぼさない。呼出によって生ずるトラフィックを最小限に抑えるために、移動体が最後に
加入者のホーム・ロケーション・レジスタ（ＨＬＲ）または現在リストに載っているサー
ビス区域（公衆陸戦移動体ネットワーク（ＰＬＮＭ）のビジタ・ロケーション・レジスタ
（ＶＬＲ）に格納されているワイヤレス・ネットワークとの無線トランザクションを有し
た位置検出区域（ＬＡ）に、呼出要求を最初に送るのが通例である。
【０１０８】
　ＲＮＭ８２およびＬＭＳ１１は、無線資源チャネル要求メッセージを監視して先に記し
た原因値を見つけることによって、呼出応答を検出することができる。ＲＮＭ８２は、こ
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うして、ＲＡＣＨに送られる未暗号化メッセージを復調することができる。ＬＭＳ１１は
、初期要求チャネル[3GPP 48.058, 8.5.3]メッセージまたは後続の無線資源呼出応答メッ
セージのいずれかにおいて呼出応答を検出することができる。
【０１０９】
　また、ＧＳＭ－ＭＡＰ常時質問手順の使用、およびＭＳＣにおける補足サービスの使用
によって、呼が着信していないときにでも、呼出を強制することができる。この呼出は、
ユーザには警告せず、アイドル移動体の周期的な位置更新を必要とする位置検出用途に用
いることができる。同じ非警告呼出は、英数字の内容がないＳＭＳメッセージを対象の移
動体デバイスに送ることによって、一部のシステムでも可能である。
【０１１０】
　呼出手順は、移動体デバイスへの着信呼がある時に用いられる。移動体着信呼は、運営
業者のゲートウェイＭＳＣに向けて導出され、ゲートウェイＭＳＣは、訪問先ＭＳＣから
のＨＬＲ、ＨＬＲ要求呼出を調べる。訪問先ＭＳＣは、最後に分かった位置検出茎に基づ
いて、ハンドセットを呼び出す。呼出応答を受信すると、ＨＬＲに知らせる。次いで、Ｈ
ＬＲは訪問先ＭＳＣのアドレスをゲートウェイＭＳＣに送る。次に、ゲートウェイＭＳＣ
は呼を訪問先ＭＳＣに導出し、移動体着信呼を確立する。
【０１１１】
　ＭＳの呼出は、ＢＳＣがPAGING COMMAND [3GPP TS 48.058, 8.5.5]メッセージをＢＴＳ
に送ることによって開始される。このメッセージは、ＭＳアイデンティティ（ＴＭＳＩま
たはＩＭＳＩ）、ＭＳの呼出母集団数、任意に、呼出に関する後続のトランザクションの
ためにチャネルの組み合わせを必要とするＭＳの指示、および任意に呼の優先度の指示を
収容する。
【０１１２】
　専用呼出チャネル（ｐｃｈ）無線経路上に送り出すPAGING REQUEST [3GPP TS 44.018, 
9.1.22 & 9.1.23 & 9.1.24]メッセージを、ＢＴＳによって構築し送り出す。
　移動体デバイスの呼出が成功すると、呼出応答手順においてPAGING REQUEST メッセー
ジが発生する。これは、「呼出応答」に対するCHANNEL REQUIREDメッセージの原因値[3GP
P TS 24.008, 9.1.8]ビット・シーケンスとの初期チャネル割り当て手順の使用である。
成功した呼出手順の最後に、移動体着信呼確立手順を入力する。
【０１１３】
　呼出手順の間、ＬＭＳは、ＢＳＣからＢＴＳへのPAGING COMMANDにおいて用いられたＴ
ＭＳＩまたはＩＭＳＩを、移動体が最後に成功の位置更新を有した位置検出区域インデッ
クス（ｌａｉ）と共に収集することができる。ＲＮＭは、PAGING REQUESTメッセージから
移動体アイデンティティ情報を収集することができる。この収集した情報は、内部に格納
するか、または資源スケジューリングの目的または統計的データ分析のために、他のノー
ドに転送する。
【０１１４】
６．アイデンティティ応答
　アイデンティティ応答は、アイデンティティ要求に応答して送られ、３ＧＰＰ規格によ
れば、機器アイデンティティ・レジスタによってＧＳＭ－ＭＡＰネットワークにおいて発
生する。アイデンティティ要求および応答メッセージは、ＳＤＣＣＨ上で配信されるが、
暗号化の後なので、暗号化キーを共有しなければ、ＲＮＭ８２を用いて応答を検出するこ
とはできない。ＬＭＳ１１は、ＢＴＳ－ＢＳＣインターフェース上でアイデンティティ応
答を検出することができる。アイデンティティ応答は、国際移動機器アイデンティティ（
ＩＭＥＩ）、移動体を一意に識別する電子連番を含む。アイデンティティ応答は、加入者
の国際移動局識別子（ＩＭＩＳＩ）および一時的移動局アイデンティティ（ＴＭＳＩ）も
含むことができる。
【０１１５】
　アイデンティティ機器手順は、移動体デバイスがＳ－ＤＣＣＨ上にあるときに実行する
ことができる。ＭＳＣは、移動体管理直接転送適用部分（ＤＴＡＰ）アイデンティティ要
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求[3GPP TS 24.008, 9.2.10]をＢＳＣおよびＢＴＳを通じて移動体デバイスに送ることに
よって、この手順を開始する。移動体デバイスは、移動体管理アイデンティティ応答[3GP
P TS 24.008, 9.2.11]で応答する。これには、国際移動機器識別子（ＩＭＥＩ）、ならび
に恐らく移動体デバイスのＴＭＳＩおよび／またはＩＭＳＩを収容する。
【０１１６】
　アイデンティティ機器手順は、通例、暗号化を設定した後に用いられるので、ＲＮＭは
ＩＭＥＩ収集のためにこの手順を監視することができないのが通例である。ＬＭＳは、こ
の手順を監視し、内部メモリに格納するためまたは他のシステム・ノードに転送するため
に、ＩＭＥＩを収集することができる。
【０１１７】
　図２は、本発明にしたがってＭＳＣが移動局のＩＭＥＩを得る方法を示す。最初に、ス
テップ２１０において移動体アイデンティティチェックを選択する。次いで、ステップ２
１５において、ＭＳＣはアイデンティティ要求を移動体デバイスにＢＳＣを通じて送る。
ＢＳＣは、アイデンティティ要求を他の処理を行わずに、ステップ２２０においてＢＴＳ
に転送する。すると、ＢＴＳは、ステップ２２５において、アイデンティティ要求を移動
体デバイスに送信する。ステップ２２５においてアイデンティティ要求を受信した結果、
移動体は応答して、ステップ２３０において、そのＩＭＥＩをアイデンティティ応答メッ
セージにおいてＢＴＳに返送する。更に、アイデンティティ・チェック・パラメータがＩ
ＭＳＩおよびＴＭＳＩを必要とする場合、ステップ２３０において、移動局はＩＭＳＩお
よびＴＭＳＩをＢＴＳに返送する。ＢＴＳが移動局から何を受信したかに応じて、ステッ
プ２３５において、ＢＴＳは、ＩＭＥＩ、ＩＭＳＩ、またはＴＭＳＩ情報のいずれかを、
アイデンティティ応答メッセージの中で、ＢＳＣに返送する。次いで、２４０において、
ＢＳＣは、アイデンティティ情報を収容したアイデンティティ応答メッセージを、ＭＳＣ
に転送する。ＭＳＣは、ステップ２４５において、更なる分析のために、CheckIMEIをEIR
に送る。
【０１１８】
　ステップ２３０における移動局からのアイデンティティ応答メッセージの結果、ステッ
プ２５０において、ステップ２３０において移動局から送られるものを待ちながら、ＬＭ
Ｓはアイデンティティ応答メッセージのコピー、およびエービスまたはＡインターエース
の受動的監視からの内容を得て、ＩＭＥＩ、ＩＭＳＩ、およびＴＭＳＩ情報を収集するこ
とができる。ステップ２５５において、ＬＭＳは、ＩＭＥＩ、ＩＭＳＩ、およびＴＭＳＩ
情報をローカル・メモリに格納することができる。また、ステップ２６０において、ＬＭ
Ｓは、利用可能であれば、ＩＭＥＩ、ＩＭＳＩ、およびＴＭＳＩ情報を更なる分析のため
にＬＢＳアプリケーションに転送することができる。
【０１１９】
　７．測定報告
　測定報告（ＭＲ）は、アクティブな音声またはデータ・セッション中、周期的に送られ
る。ＭＲは、移動体デバイスが、ワイヤレス・ネットワークに、移動体デバイスのハンド
オーバーの潜在的な必要性を知らせるために用いられ、近隣の送信機（セクタ・アンテナ
または無指向性セル・アンテナ）におけるダウンリンク（基地局から移動体デバイス）測
定値を収容する。この技法は、移動体補助ハンドオフ（ＭＡＨＯ）と呼ばれ、ＵＳ　ＴＤ
ＭＡ（ＩＳ－１３６）、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ、およびＵＭＴＳを含む殆どのセルラ無線ネッ
トワークでは広く行き渡っている。音声またはデータ・セッションの間、移動体デバイス
は、アイドル時間を用いてその受信機を同調し直し、近隣基地局アンテナのブロードキャ
スト・チャネル（ビーコンとしても知られている）を監視する。担当セルのために、移動
体はビーコン受信レベルおよび受信品質双方を測定し、測定報告における全てのその他の
近隣には、受信レベルだけが利用可能である。スペクトル拡散技術の一部では、受信ビー
コン強度の代わりに、経路損失測定値を戻す。
【０１２０】
　測定要求は、ＦＡＣＣＨ上でのアクティブ（暗号化）セッション中でなければ利用でき
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ず、したがってキーを共有せずにＲＮＭ８２を用いることができない。ＬＭＳ１１は、エ
ービス、またはＢＴＳ－ＢＳＣインターフェース上において測定報告を検出することがで
きる。測定報告は周期的であるので、ＬＭＳ１１は呼の期間を判定することができる。測
定報告は電力レベルを収容しているので、ワイヤレス位置検出システムは測定報告、タイ
ミング進み、担当セル、およびセクタ情報を用い、ビーコン・ブロードキャスト電力レベ
ルの知識も用いて、一旦ビーコン電力（または経路損失）が正規化されたなら、到達電力
差による混成セル－ＩＤを実行することができる。
【０１２１】
　測定報告手順は、本発明にとって関心がある１つのメッセージを内包する。ＢＴＳから
ＢＳＣへのMEASUREMENT RESULT [3GPP 48.058 8.4.8]メッセージを用いて、ＢＳＣに、Ｂ
ＴＳ（アップリンク）が行った無線チャネル測定の結果を報告し、ＳＡＣＣＨおよびＬ１
ヘッダ上で受信したＭＳからの測定報告を伝達する。MEASUREMENT RESULTは、ＴＣＨチャ
ネル番号[3GPP TS 48.058, 9.3.1]、アップリンク測定値[3GPP TS 48.058, 9.3.25]、お
よび基地局電力[3GPP TS 48.058, 9.3.4]を収容し、更に、ＭＳ電力[3GPP TS 04.058, 9.
3.11]、時間進み[3GPP TS 48.058, 9.3.24]、およびＭＳタイミング・オフセット[3GPP T
S 48.059, 9.3.37]も収容する可能性がある。
【０１２２】
　ＬＭＳは、MEASUREMENT RESULTおよびＴＣＨチャネル番号によるＬＭＳ内部呼記録への
参照を検出することができる。次いで、ＬＭＳは収集した情報を内部に格納し、イベント
・タイプ、呼記録情報、および新たに収集した情報をワイヤレス位置検出システムに転送
し、セル－ＩＤ、タイミング進み、アップリンク測定値、およびＭＳタイミング・オフセ
ットを用いて改良セル－ＩＤ位置を発生する際に用いることができる。また、ＷＬＳは、
MEASUREMENT RESULTイベントを、ＴＣＨ上における高精度（Ｕ－ＴＤＯＡおよび／または
ＡｏＡに基づく）位置推定を実行するためのトリガとして用いることもできる。
【０１２３】
　図３Ａは、本発明にしたがってＬＭＳ１１が移動局のアイデンティティを判定するため
の方法の一例を示す。ステップ３１０において、移動局はトラフィック・チャネル上にあ
る。ステップ３２０において、移動局は周期的に近隣ＧＣＩのビーコンを測定して、ハン
ドオーバーの潜在的な可能性のために、その信号強度を判定する。移動局がステップ３２
０において信号ビーコン信号強度の測定を実行する場合、移動局はこのような測定もステ
ップ３２５においてＢＴＳに報告する。すると、ステップ３３０において、ＢＴＳは、測
定報告をＢＳＣに報告する。ＬＭＳ１１がステップ３１５において測定報告を検出するよ
うに予め設定されていると仮定すると、ＬＭＳ１１はステップ３３５において測定報告の
報告を検出する。ステップ３４０においてＢＳＣがハンドオーバーの目的で測定報告を用
いている間、ステップ３４５においてＬＭＳ１１は測定報告およびチャネルを評価して、
移動局のアイデンティティを判定することができる。測定報告が、ステップ３４５におい
て行われるフィルタぶんせきに基づいて、対象の移動局に対応する場合、ステップ３５０
において、ＬＭＳ１１はイベント、移動局識別情報、および測定報告を、更なる分析のた
めに、ＬＢＳアプリケーションに転送することができる。
【０１２４】
８．ＳＭＳ発信
　ショート・メッセージ・サービス・セッションは、本来、ＲＮＭおよびＬＭＳの双方に
よって、CHANERU REQUIREDメッセージ[3GPP TS 48.058, 8.5.3]をランダム・アクセス・
チャネル（ＲＡＣＨ）を通じてＢＳＣに送るときに、初期呼設定手順において検出可能で
ある。CHANNEL REQUIRED メッセージの原因値[3GPP TS 24.008, 9.1.8]フィールドは、初
期確立をＳＭＳ－ＭＯに対するものとして特定する。
【０１２５】
　ＳＭＳ－ＭＯに対して、初期チャネル割り当て手順に続いて、移動体がCM SERVICE REQ
UEST [3GPP 24.008, 9.2.9]メッセージをＳ－ＤＣＣＨ上でＢＴＳに送る。ＢＴＳは、CM 
SERVICE REQUESTをＢＳＣに転送し、次いでメッセージをＭＳＣに転送する。CM SERVICE 
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REQUESTは、ＣＭサービス・タイプ[3GPP TS24.008, 10.5.3.3]を収容し、これはＳＭＳ－
ＭＯに対してサービスが要求されていることを示す。
【０１２６】
　CM SERVICE REQUESTは、移動体発信において移動体アイデンティティ[3GPP 24.008, 10
.5.1.4]が最初にＲＮＭおよびＬＭＳに入手可能になったときに、移動体アイデンティテ
ィ・フィールドを収容する。移動体アイデンティティは、ＴＭＳＩが入手可能でないとき
にのみ、ＴＭＳＩまたはいＭＳＩのいずれかとなる。ＣＭサービス表球は、移動局クラス
マーク(ClassMark)[3GPP TS 10.018, 10.5.1.6]も収容する。この時点で、ＬＭＳまたは
ＲＭＳはワイヤレス位置検出システムをトリガして、地理的に分散した受信機ネットワー
ク（ＬＭＵまたはＳＣＳネットワーク）を利用して、Ｓ－ＤＣＨＨ上を送信される無線エ
ネルギ上で位置検出を行うことによって、またはトラフィック・チャネル（ＴＣＨ）に対
する現行の呼セッションに従い、そして会話またはデータ交換の間に移動体デバイスから
送信される無線エネルギを用いることによって、収集したセル－ＩＤおよびタイミング進
み情報を用いたセル－ＩＤ方法、あるいはＴＤＯＡまたはＡｏＡ技法を用いて、位置検出
を実行させる。
【０１２７】
　通例、移動体デバイスがＳ－ＤＣＣＨ上に滞留している間に、認証、暗号化、ＴＭＳＩ
再割り当て、および恐らくは機器識別手順が行われる。
　図３Ｂは、本発明によるＳＭＳ発信トリガ方法の一例を示す。ステップ３５１において
、ワイヤレス位置検出システム（ＷＬＳ）は、ＬＭＳにおいてＳＭＳ発信トリガを設定す
る。次いで、ステップ３５２において、ＭＬＳはあらゆるＳＭＳ発信を監視することがで
きる。ステップ３５３において移動体デバイスがＳＭＳ発信を開始すると、ステップ３５
４において移動体デバイスおよびワイヤレス・ネットワークはデータを交換して、ＳＭＳ
交換配信セッションを設定する。次いで、ステップ３５５において、ＬＭＳはＳＭＳ発信
を検出し、セル－ＩＤ、タイミング進み、ＭＳＩＤ、および周波数割り当てを収集し始め
ることができる。同時に、ステップ３５６において、ＣＨＮＡＥＲＵを移動体デバイスに
割り当てることができ、ＳＭＳ配信を開始することができる。その後、ワイヤレス・ネッ
トワークへのＳＭＳ配信は、ステップ３５７において終了し、ステップ３５８において移
動体デバイスおよびワイヤレス・ネットワークはデータを交換して、セッションを分解し
資源を解放することができる。
【０１２８】
　ステップ３５５における情報の収集に基づいて、ステップ３５９において、ＬＭＳは、
次に、情報を内部に格納し、この情報をＷＬＳに転送することができる。次いで、ＷＬＳ
は、ステップ３６０において、収集した情報を用いて、ワイヤレス・デバイスの低精度ま
たは高精度いずれかの位置検出を行うことができる。
【０１２９】
　９．ＳＭＳ着信
　ＳＭＳ－移動体着信（ＳＭＳ－ＴＭ）は、最初に移動体デバイスの呼出において示され
る。ＳＭＳ－ＴＭに対するＭＳの予備指しは、ＢＳＣがPAGING COMMAND [3GPP TS 48.058
, 8.5.5]メッセージをＢＴＳに送ることによって開始される。このメッセージは、ＭＳの
アイデンティティ（ＴＭＳＩまたはＩＭＳＩ）、ＭＳの呼出母集団数、任意に、呼出に関
する後続のトランザクションのためにチャネルの組み合わせを必要とするＭＳの指示、お
よび任意に呼の優先度の指示を収容する。
【０１３０】
　専用呼出チャネル（ＰＣＨ）無線経路上で送られるPAGING REQUEST [3GPP TS 44.018, 
9.1.22 & 9.1.23 & 9.1.24]メッセージは、ＢＴＳによって構築されて送られる。任意に
、
　呼出手順の間、ＬＭＳはＢＳＣ対ＢＴＳ　PAGING COMMANDにおいて用いられるＴＭＳＩ
またはＩＭＳＩを、移動体が最後に位置更新に成功した位置検出区域インデックス（ＬＡ
Ｉ）と共に収集することができる。この収集した情報は、内部に格納するか、あるいは試
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験スケジューリングの目的または統計的データ分析のために他のノードに転送する。
【０１３１】
　移動体デバイスの呼出が成功すると、呼出応答手順においてPAGING REQUEST メッセー
ジが発生する。これは、「呼出応答」に対するCHANNEL REQUIREDメッセージの原因値[3GP
P TS 24.008, 9.1.8]ビット・シーケンスとの初期チャネル割り当て手順の使用である。
【０１３２】
　即座割り当てメッセージによるＳＤＣＣＨ割り当てを受信すると、ＭＳはPAGING RESPO
NSE [3GPP 44.018, 9.1.25]を送る。このメッセージは、移動体アイデンティティ・フィ
ールドを収容し、このフィールドにはＴＭＳＩ、ＩＭＳＩ、またはＩＭＥＩが含まれる。
移動体のアイデンティティは、加入者またはＭＳを特定し、位置検出をトリガするために
用いることができる。
【０１３３】
　図３Ｃは、本発明によるＳＭＳ着信トリガ方法の一例を示す。ステップ３６１において
、ワイヤレス位置検出システム（ＷＬＳ）は、ＬＭＳにおいてＳＭＳ着信トリガを設定す
る。次いで、ステップ３６２において、ＬＭＳはあらゆるＳＭＳ着信を監視し始めること
ができる。ステップ３６３においてＳＭＳ着信のために移動体デバイスを呼び出すと、ス
テップ３６４において、移動体デバイスおよびワイヤレス・ネットワークがデータを交換
してＳＭＳ配信セッションを設定する。次いで、ステップ３６５において、ＬＭＳはＳＭ
Ｓ着信を検出し、セル－ＩＤ、タイミング進み、ＭＳＩＤ、および周波数割り当てを収集
し始めることができる。同時に、ステップ３６６にいて、移動体デバイスにチャネルを割
り当てることができ、ＳＭＳ配信を開始することができる。後に、ワイヤレス・ネットワ
ークへのＳＭＳ配信は、ステップ３６７において終了し、移動体デバイスおよびワイヤレ
ス・ネットワークは、ステップ３６８において、データを交換し、セッションを分解して
、資源を解放することができる。
【０１３４】
　ステップ３６５における情報収集に基づいて、ＬＭＳは、次に、ステップ３６９におい
て、情報を内部に格納し、その情報をＷＬＳに転送することができる。次いで、ステップ
３７０において、ＷＬＳは収集した情報を用いて、ワイヤレス・デバイスの低精度または
高精度いずれかの位置検出を行うことができる。
【０１３５】
１０．メッセージ・タイプ、メッセージ内容、および複合トリガ
　ＬＭＳトリガには、メッセージ自体が位置検出トリガイベントとなるときのメッセージ
・タイプ・トリガ、ならびにネットワーク・トランザクションおよびフィルタ双方が必要
となる、監視したメッセージの内容に基づくトリガが含まれる。これらのトリガを、ＬＭ
Ｓに格納した情報と組み合わせることによって、第３のタイプのトリガ、即ち、複合トリ
ガを生成することができる。３つのタイプのトリガのいずれでも、位置推定手順を行わせ
る（トリガする）ために用いることができる。一般に、メッセージ・タイプ・トリガは、
移動局送信に応答して作動する。メッセージ・タイプ・トリガは、（１）移動体発信（Ｃ
Ｍサービス要求）、（２）移動体着信（ＣＭサービス要求）、（３）アイデンティティ応
答、（４）位置更新、呼出応答、（５）ハンドオーバー、および（６）解放（チャネル解
放）を含む。また、ＬＭＳ１１は、リアルタイムで、トリガ内の個々のメッセージ・フィ
ールドの内容を分析することもできる。その他のこのようなトリガには、（１）発呼番号
トリガ、（２）被呼番号トリガ、（３）移動体アイデンティティ（ＭＳＩＳＤＮ、ＩＭＥ
Ｉ、ＩＭＳＩ、およびＴＭＳＩ）トリガ、（４）ＣＧＩ／セル－ＩＤトリガ、ならびに（
５）ＬＡＣトリガが含まれる。
【０１３６】
　ＬＭＳは、加入者毎に、エービス、Ａ、およびＧＳＭ－ＭＡＰインターフェース・トラ
フィックの表を維持する。ＬＭＳ１１は、呼接続イベントまたは無線インターフェース・
イベント時にトリガするように設定することができる。これらのイベントは下記を含む。
【０１３７】
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【表２】

【０１３８】
　ネットワーク情報を保持することにより、特定の区域において、または監視している別
の移動体に近接して、加入者の位置検出が可能となる。
【０１３９】
１１．移動体発信
　移動体発信は、移動体デバイスがワイヤレス・ネットワークに発呼して、会話またはデ
ータ・セッションを開始する行為(act)である。移動体発信は、無線インターフェース上
で、無線ネットワーク・モニタ（ＲＮＭ）によって、またはリンク・モニタ・システムに
よって検出可能である。移動体発信トランザクションの間、利用可能なセル－ＩＤおよび
タイミング進み、ならびに特殊化した受信機が用いるためのＳ－ＤＣＣＨに対する周波数
割り当てを用いて、高精度および低精度双方の位置検出が可能である。
【０１４０】
　ＬＭＳを用いると、移動体発信はトラフィック・チャネルに従えばよい。移動体が一度
トラフィック・チャネル上にあれば、ＬＭＳは後続の位置指定のための周波数を提供する
。一度トラフィック・チャネルにあれば、移動体にハンドオーバーを行うことができる。
これについては、次の章で扱うことにする。
【０１４１】
　移動体発信呼の確立のために、初期チャネル割り当て手順に続いて、移動体デバイスが
CM SERVICE REQUEST [3GPP 24.008, 9.2.9]メッセージをＳ－ＤＣＣＨ上でＢＴＳに送る
。ＢＴＳは、CM SERVICE REQUESTをＢＳＣに転送し、次いでメッセージをＭＳＣに転送す
る。CM SERVICE REQUESTは、ＣＭサービス・タイプ[3GPP TS 24.008, 10.5.3.3]を収容し
、移動体発信呼に対してサービスが要求されていることを示す。
【０１４２】
　CM SERVICE REQUESTは、移動体アイデンティティ・フィールドを、移動体発信において
、移動体アイデンティティ[3GPP 24.008, 10.5.1.4]がＲＮＭおよびＬＭＳに最初に入手
可能になる最初のときに、収容する。移動体アイデンティティは、ＴＭＳＩが入手可能で
ない場合は、ＴＭＳＩまたはＩＭＳＩのいずれかである。また、ＣＭサービス要求は、移
動局クラスマーク[3GPP TS 24.088, 10.5.1.5, 10.5.1.6 & 10.5.1.7]も収容し、移動体
の製造業者またはモデルに基づくＬＢＳサービスの複数のクラス(class)に対処する。こ
の時点で、ＬＭＳまたはＲＭＳは、ワイヤレス位置検出システムをトリガして、地理的に
分散した受信機ネットワーク（ＬＭＵまたはＳＣＳネットワーク）を利用して、Ｓ－ＤＣ
ＨＨ上を送信される無線エネルギ上で位置検出を行うことによって、またはトラフィック
・チャネル（ＴＣＨ）に対する現行の呼セッションに従い、そして会話またはデータ交換
の間に移動体デバイスから送信される無線エネルギを用いることによって、収集したセル
－ＩＤおよびタイミング進み情報を用いたセル－ＩＤ方法、あるいはＴＤＯＡまたはＡｏ
Ａ技法を用いて、位置検出を実行させる。
【０１４３】
　通例、移動体デバイスがＳ－ＤＣＣＨ上に滞留している間に、認証、暗号化、ＴＭＳＩ
再割り当て、および恐らくは機器識別手順が行われる。これらの手順の完了語に、移動体
デバイスはSETUP [3GPP TS 24.008, 9.3.23.2]（移動体発信呼確立のため）メッセージを
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Ｓ－ＤＣＣＨ上で送信する。移動体発信呼確立の場合、SETUPメッセージは、入力した桁
を搬送する。ＲＮＭおよび／またはＬＭＳは、SETUPメッセージを検出し、入力した桁を
収集することができる。次いで、入力した桁を、予め設定されている電話番号のリストま
たは対象のＳＭＳピンと比較することができる。入力した桁が対象の番号と一致していた
場合、ＲＮＭまたはＬＭＳはセルＩＤ、タイミング進み、移動体アイデンティティ（ＴＭ
ＳＩおよび／またはＩＭＳＩ）Ｓ－ＤＣＣＨチャネル割り当て、および桁列(digit strin
g)によるトリガの性質を、ワイヤレス位置検出システムに転送することができる。すると
、ワイヤレス位置検出システムは、移動体がＳ－ＤＣＣＨ上にある間に、低精度（セル－
ＩＤおよびタイミング進み＋セル－ＩＤ双方が入手可能）または高精度（Ｕ－ＴＤＯＡお
よび／またはＡｏＡに基づく）いずれかの位置推定を実行することができる。
【０１４４】
　次いで、ネットワークは移動体デバイスを認証し、暗号化を設定し、移動体デバイスの
ＩＭＥＩをアイデンティティ要求手順によってチェックすることができ、ＴＭＳＩ再割り
当て手順によって新しいＴＭＳＩを設定することができる。
【０１４５】
　移動体発信呼において本発明にとって重要な次のメッセージは、ASSIGNMENT COMMAND（
割り当てコマンド）[3GPP TS 440.018, 9.1.2]である。ASSIGNMENT COMMANDは、ＴＣＨ割
り当てのためにチャネル記述２[3GPP TS 44.018,10.5.2.5a]を搬送する。ＬＭＳはＴＣＨ
割り当てを記し、この情報を、依然に収集したイベント・タイプ（この場合、発呼、ＧＰ
ＲＳデータ・セッション開始、またはＳＭＳ開始）、ＴＭＳＩ、ＩＭＳＩ（収集した場合
）、ＩＭＥＩ（収集した場合）にリンクし、この情報を内部に格納し、この情報をワイヤ
レス位置検出システムに転送する。次いで、ワイヤレス位置犬種鬱システムは、一旦移動
体が新たに割り当てられたトラフィック・チャネルに移動したなら、低精度（セル－ＩＤ
およびタイミング進み＋セル－ＩＤ双方が利用可能）、または高精度（Ｕ－ＴＤＯＡおよ
び／またはＡｏＡに基づく）の位置推定を実行することができる。
【０１４６】
　図３Ｄは、本発明による移動体発信トリガ方法の一例を示す。ステップ３７１において
、ＷＬＳはＬＭＳにおいて移動体発信トリガを設定する。すると、ＬＭＳはステップ３７
２において移動体発信の監視を開始することができる。移動体デバイスがステップ３７３
において発呼すると、移動体デバイスおよびワイヤレス・ネットワークはステップ３７３
において呼を設定するためにデータを交換する。ステップ３７５において、ＬＭＳは、呼
発信を検出し、セル－ＩＤ、タイミング進み、ＭＳＩＤ、および周波数割り当てを収集し
始めることができる。また、ステップ３７６において、トラフィック・チャネルを割り当
て、移動体上で会話を開始する。会話はステップ３７７において終了し、移動体デバイス
およびワイヤレス・ネットワークは、ステップ３８１において、呼を切断(tear down)し
、資源を解放するためにデータを交換する。
【０１４７】
　ステップ３７８において、ＬＭＳは、収集した情報を内部に格納することができ、更に
分析するために、収集した情報をＷＬＳに転送する。ＷＬＳは、ステップ３７９において
、収集した情報を用いて、移動体の高精度または低精度位置検出を実行することができる
。また、ＬＭＳは、ステップ３８０において、別の設定トリガのために、情報を収集し続
けることもできる。
【０１４８】
１２．移動体着信
　移動体着信は、移動体デバイスがワイヤレス・ネットワークからの呼を受信し、会話ま
たはデータ・セッションを開始する行為(act)である。呼出および呼出応答シーケンスか
ら開始して、移動体着信は、無線インターフェース上において無線ネットワーク・モニタ
（ＲＮＭ）を通じて、そしてリンク監視システム（ＬＭＳ）によって検出可能である。利
用可能なセル－ＩＤおよびタイミング進み、ならびに特殊化受信機が使用するためのＳ－
ＤＣＣＨに対する周波数割り当てを用いて、高精度および低精度位置検出双方が、移動体
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着信トランザクションの間に可能である。
【０１４９】
　ＬＭＳを用いて、後続の位置推定を行うことができるトラフィック・チャネルに、移動
体着信を導くことができる。
　移動体が音声またはデータ呼を開始したいとき、または呼出要求に応答したいときには
、呼確立手順を用いる。
【０１５０】
　初期チャネル割り当て手順に続いて、移動体デバイスはCM SERVICE REQUEST [3GPP 24.
008,9.2.9]メッセージをＳ－ＤＣＣＨ上においてＢＴＳに送る。ＢＴＳは、CM SERVICE R
EQUESTをＢＳＣに転送し、次いでメッセージをＭＳＣに転送する。移動体発信において、
移動体アイデンティティ[3GPP 24.008,10.5.1.4]がＲＮＭおよびＬＭＳに利用可能となる
最初のときに、CM SERVICE REQUESTは、移動体アイデンティティ・フィールドを収容する
。移動体アイデンティティ（ＭＳＩＤ）は、ＴＭＳＩが利用できない場合にのみ、ＴＭＳ
ＩまたはＩＭＳＩのいずれかとなる。
【０１５１】
　移動体着信呼確立では、移動局は、PAGING REQUESTメッセージにおいてネットワークか
ら受信したのと同じ移動体アイデンティティ・タイプを選択することになる。
　移動体発信呼確立では、初期呼出手順に続いて、初期チャネル割り当て手順が行われる
。Ｓ－ＤＣＣＨ上で一度、Mobile Station ClassMark [3GPP TS 44.018,10.5.1.6]および
Mobile Identity（ＭＳＩＤ）[3GPP TS 44.018, 10.5.1.4]双方と共に、呼び出された移
動体デバイスはPAGE RESPONSE [3GPP TS 44.018,9.1.25]を送信する。ＭＳＩＤおよびSta
tion ClassMarkは、ＲＮＭまたはＬＭＳによって収集することができる。次いで、PAGE R
ESPONSEがＢＳＣに、そしてＭＳＣに転送される。ＭＳＩＤおよびStation ClassMark双方
は、ＲＮＭまたはＬＭＳによって収集することができる。次いで、ＲＮＭまたはＬＭＳは
、収集した情報（セル－ＩＤ、Ｓ－ＤＣＣＨ割り当て、タイミング進み、呼出応答イベン
ト、ＭＳＩＤ、StationClassMark）を格納するか、または収集した情報をワイヤレス位置
検出システムに転送することができる。次いで、移動体がＳ－ＤＣＣＨ上にあり続ける間
に、またはトラフィック・チャネル（ＴＣＨ）に現行の呼セッションを導き、会話または
データ交換中に移動体デバイスが送信する無線エネルギを用いることによって、ＷＬＳは
低精度（セル－ＩＤおよびタイミング進み＋セル－ＩＤ双方が利用可能）または高精度（
Ｕ－ＴＤＯＡおよび／またはＡｏＡに基づく）位置推定を実行することができる。
【０１５２】
　次に、ネットワークは、移動体の認証を行い、暗号を設定し、アイデンティティ要求手
順によって移動体デバイスのＩＭＥＩをチェックすることができ、ＴＭＳＩ再割り当て手
順によって新たなＴＭＳＩを設定することができる。
【０１５３】
　移動体着信呼確立において本発明にとって重要な次のメッセージは、SETUP [3GPP TS 2
4.008, 9.3.23.1メッセージ（移動体着信呼確立用）である。SETUPメッセージは、呼の優
先度[3GPP TS 24.008, 10.5.1.11]、発呼側の番号[3GPP TS 24.008, 10.5.4.9]、および
被呼側（移動体加入者）の番号[3GPP TS 24.008, 10.5.4.7]を収容することができる。Ｌ
ＭＳは、SETUP情報を記し、この情報を依然に収集したイベント・タイプ（この場合、呼
発信、ＧＰＲＳデータ・セッション開始、またはＳＭＳ開始）、ＴＴＭＳＩ、ＩＭＳＩ（
収集した場合）、ＩＭＥＩ（収集した場合）にリンクし、この情報を内部に格納し、この
情報をワイヤレス位置検出システムに転送することができる。次いで、ワイヤレス位置検
出システムは、一旦移動体がASSIGNMENT COMMAND [3GPP TS 44.018, 9.1.2]から収集した
割り当てトラフィック・チャネルに移動したなら、低精度（セル－ＩＤおよびタイミング
進み＋セル－ＩＤ双方が利用可能）または高精度（Ｕ－ＴＤＯＡおよび／またはＡｏＡに
基づく）位置推定を実行することができる。
【０１５４】
　移動体着信呼確立において本発明にとって重要な次のメッセージは、ASSIGNMENT COMMA
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ND [3GPP TS 44.018, 9.1.2]である。ASSIGNMENT COMMANDは、ＴＣＨ割り当てのためにCh
annel Description 2 [3GPP TS 44.018, 10.5.2.5a]を搬送する。ＬＭＳはＴＣＨ割り当
てを記し、この情報を以前に収集したイベント・タイプ（この場合、呼発信、ＧＰＲＳデ
ータ・セッション下位足またはＳＭＳ発信）、ＴＭＳＩ、ＩＭＳＩ（収集した場合）、Ｉ
ＭＥＩ（収集した場合）にリンクし、この情報を内部に格納し、この情報をワイヤレス位
置検出システムに転送することができる。次いで、ワイヤレス位置検出システムは、一旦
移動体が新たに割り当てられたトラフィック・チャネルに移動したならば、低精度（セル
－ＩＤおよびタイミング進み＋セル－ＩＤ双方が利用可能）または高精度（Ｕ－ＴＤＯＡ
および／またはＡｏＡに基づく）位置推定を実行することができる。
【０１５５】
　図３Ｅは、本発明による移動体着信トリガ方法の一例を示す。ステップ３８２において
、ＷＬＳはＬＭＳに移動体着信トリガを設定する。次いで、ＬＭＳはステップ３８３にお
いて移動体着信を監視し始めることができる。ステップ３８４において移動体デバイスが
呼出を受信すると、ステップ３８６において、移動体デバイスおよびワイヤレス・ネット
ワークが呼を設定するためにデータを交換する。ＬＭＳは、ステップ３８５において、Ｓ
ＭＳ着信を検出し、ステップ３８７において、セル－ＩＤ、タイミング進み、ＭＳＩＤ、
および周波数割り当てを収集し始めることができる。また、ステップ３８８において、ト
ラフィック・チャネルを割り当て、移動体上において会話を開始する。ステップ３８９に
おいて、会話またはデータ・セッションが終了し、移動体デバイスおよびワイヤレス・ネ
ットワークは、ステップ３９２において、呼を切断し、資源を解放するためにデータを交
換する。
【０１５６】
　ステップ３９０において、ＬＭＳは、収集した情報を内部に格納し、更に分析するため
に、収集した情報をＷＬＳに転送することができる。ステップ３９１において、ＷＬＳは
、収集した情報を用いて移動体の高精度または低精度位置検出を実行することができる。
【０１５７】
Ｄ．進みトリガ(Advanced Triggers)
　進みトリガは、無線またはネットワークワーク・イベント（ＬＭＳ１１またはＲＮＭ８
２によって検出可能な特定のメッセージまたはメッセージのグループに対応する）によっ
て高精度または低精度位置推定値を生成することを可能にする。位置推定を開始させるト
リガイベントは、特定のメッセージ、または特定のメッセージ内部におけるフィールドの
検出とすることができる。ネットワーク・イベント（ネットワーク・トランザクションと
も呼ぶ）には、（１）移動体発信／着信、（２）ＳＭＳ発信／着信、（３）ＧＰＲＳ移動
体着脱イベント、（４）位置検出／ルーティング更新（即ち、Ｕ－ＴＤＯＡ位置検出イベ
ントとは逆に、移動およびローミングを目的としたＧＳＭ「位置検出」更新）、（５）ハ
ンドオーバー、および（６）呼解放が含まれる。
【０１５８】
１．数字ダイアルトリガ(Dialed Digit Triggering)
　ワイヤレス位置検出システムは、発呼した番号に基づいて、移動体の位置を検出するこ
とができる。この番号は、いずれの長さの移動体の番号、固定番号、地域番号、国内／国
際番号とすることもできる。移動体位置検出システム（ＷＬＳ）には、ＬＭＳにおいてい
ずれの数字ダイアル・トリガでも供給することができる。一旦トリガを供給すると、シス
テムは、サービス区域内において指定した番号をダイアルした移動体であれば、いずれで
も自動的にその位置を検出することができる。
【０１５９】
　例えば、鉄道安全指揮官の電話番号をＬＭＳ１１システムに入力すると、その時点以降
、これらの番号をダイアルしたいずれの移動体も、ＬＭＵ装備区域内にある場合には、高
精度で自動的に位置が検出され（移動している場合、進行速度および方向を判定すること
ができる）、ＬＭＵ装備区域外にあり、セルＩＤ技法のみが利用可能な場合には、低精度
で位置が検出される。
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【０１６０】
　図４は、本発明による数字ダイアルトリガ方法の一例を示す。最初に、ステップ４１０
において、対象のダイアル数字をワイヤレス位置検出システムに入力することができる。
対象の番号は、例えば、行方不明となっている人のセル・フォン、または行方不明となっ
ている人の家族のセル・フォンとすることができる。ステップ４１５において、全てのネ
ットワーク・トランザクションを検出するようにＬＭＳを設定し、対象のダイアル数字に
関するトランザクションに絞るためにフィルタを設置する。ステップ４２０において、移
動体が、対象ダイアル数値を用いて呼またはＳＭＳセッションを開始すると、ＬＭＳはス
テップ４２５において呼発信を検出することになる。次いで、ステップ４３０において、
ＬＭＳはＭＳＩＤ、セル情報、および無線情報を呼開始メッセージングから収集し、この
情報をメモリに格納することができる。ダイアル数値列がフィルタ値、またはこの場合、
ダイアル数字フィルタと一致したと仮定すると、ＬＭＳは、ステップ４３５において、ワ
イヤレス位置検出システム（ＷＬＳ）に、無線情報、ＭＳＩＤ、ダイアル数字、およびセ
ル情報を供給する(task) 。ステップ４４０において、ＷＬＳは、移動体についての高精
度位置検出を実行することができ、または要求を保留して、セルおよび無線情報を低精度
位置推定値に変換することができる。次いで、ＷＬＳは、ステップ４５０において、更に
分析するために、位置推定値（高精度または低精度）を位置検出アプリケーションに送る
ことができる。更に、ステップ４４５において、更に分析するために、無線情報、ＭＳＩ
Ｄ、ダイアル数字、およびセル情報を位置検出アプリケーションに転送することができる
。ステップ４３０において呼を発信した後のある時点で、移動体はステップ４５５におい
て呼またはＳＭＳセッションを完了する。
【０１６１】
２．ＭＳＩＤトリガ
　また、ワイヤレス位置検出システムは、移動体デバイスの位置を、その識別(identific
ation)によって検出することができる。機能している移動体またはユーザ・エレメントは
、関連するＭＳＩＳＤＮ、ＳＩＭからの国際移動局アイデンティティ、および端末からの
国際移動機器識別子（ＩＭＥＩ）を有するはずである。ＩＭＳＩまたはＩＭＳＩのリスト
を、ファイルまたは位置検出に基づくサービス・アプリケーションによって、ＬＭＳにロ
ードすることができる。次いで、ＬＭＳは、ＩＭＳＩ対ＴＭＳＩ相関を検証し保持できる
ようになるまで、エービス・メッセージング・トラフィックを走査する。ＩＭＳＩ－ＴＭ
ＳＩの関連は、後続のＴＭＳＩが発行されたときの変更を用いて更新することができる。
いずれの場合でも、ＬＭＳはＳＭＬＣに、ＩＭＳＩ対ＴＭＳＩの相関を通知する。
【０１６２】
　ＭＳＩＳＤＭまたはＭＳＩＳＤＮのリストは、ファイルまたは位置検出に基づくサービ
ス・アプリケーションによって、ＬＭＳにロードすることができる。次いで、ＬＳＭは、
ＭＳＩＳＤＮ対ＩＭＳＩおよびＩＭＳＩ対ＴＭＳＩの相関を発見し保持することができる
ようになるまで、エービスおよびＡインターフェース・メッセージング・トラフィックを
走査することができる。ＭＳＩＳＤＮ－ＩＭＳＩ－ＴＭＳＩの関連は、後続のＴＭＳＩが
発行されるときの変更によって更新することができる。いずれの場合でも、ＬＭＳはＳＭ
ＬＣにＭＳＩＳＤＮ対ＩＭＳＩ対ＴＭＳＩの相関を通知することができる。
【０１６３】
　ＩＭＥＩまたはＩＭＥＩのリストは、ファイルまたは位置検出に基づくサービス・アプ
リケーションによって、ＬＭＳにロードすることができる。次いで、ＬＭＳは、ＩＭＥＩ
対ＩＭＳＩ対ＴＭＳＩの相関を検証し保持できるようになるまで、エービス・メッセージ
ング・トラフィックを走査する。ＩＭＥＩ－ＩＭＳＩ－ＴＭＳＩの関連は、後続のＴＭＳ
Ｉが発行されるときの変更によって更新することができる。いずれの場合でも、ＬＭＳは
ＳＭＬＣにＩＭＥＩ対ＩＭＳＩ対ＴＭＳＩの相関を通知することができる。
【０１６４】
　元のＩＭＥＩ、ＩＭＳＩ、またはＭＳＩＳＤＮが元々識別のために用いられていたこと
には係わらず、発見されたＴＭＳＩは、対象の移動体の位置を検出できるように、ＬＭＳ
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トリガとして設定される。例えば、鉄道労働者の個人またはグループのＭＳ－ＩＳＤＮ、
ＩＭＥＩ、またはＩＭＳＩをシステムに入力し、この時点以降、移動体がいずれのネット
ワーク・トランザクションを行っても、位置検出およびマッピングを目的とした高精度の
位置検出を開始することができる。このように、ＩＭＥＩを用いて位置検出ができること
により、ワイヤレス位置検出システムは、ＳＩＭのない電話機やデバイスを発見し、特定
の端末またはユーザ機器に対するＳＩＭの変更を検出することが可能となる。
【０１６５】
　図５Ａは、本発明によるＭＳＩＤトリガ方法の一例を示す。ステップ５１０において、
対象のＩＭＳＩ、ＩＭＥＩ、またはＭＳＩＳＤＮをシステムに入力する。ステップ５１５
において、全てのネットワーク・トランザクションを検出し、ＩＭＳＩ、ＩＭＥＩ、また
はＭＳＩＳＤＮにフィルタをかけるように、ＬＭＳを設定することができる。ステップ５
２０において移動体がネットワーク・トランザクションを開始すると、ＬＭＳはステップ
５２５においてこのネットワーク・トランザクションを検出することができる。ステップ
５３０において、ＬＭＳは、ＭＳＩＤ、セル、および無線情報をトランザクション・メッ
セージから収集し、それをメモリに格納することができる。続いて、ステップ５５５にお
いて、移動体はネットワーク・トランザクションを完了する。
【０１６６】
　ＩＭＳＩ、ＩＭＥＩ、またはＭＳＩＳＤＮが、ステップ５１０において入力したフィル
タ値と一致した場合、ステップ５３５において、ＬＭＳはＭＳＩＤ、セル、および無線情
報をＷＬＬＳに転送することができる。ＷＬＳは、次に、ステップ５４０において移動体
の高精度または低精度位置検出を実行し、ステップ５４５において位置推定値を位置検出
アプリケーションに送ることができる。位置検出アプリケーションは、ステップ５５０に
おいて、ＷＬＳから受信した情報およびＬＭＳからの情報を、更に評価および分析するた
めに、収集することができる。
【０１６７】
３．アイドル移動体の位置検出
　また、ワイヤレス位置検出システムは、移動体がアイドル状態であっても、そのデバイ
スのＩＭＥＩ、ＭＳＩＳＤＮまたはＩＭＳＩが分かっていれば、その位置を検出すること
もできる。ワイヤレス位置検出システムは２通りの方法でアイドルの移動体デバイスの位
置を検出することができる。第１に、位置を検出する移動体デバイスのＩＭＳＩをＬＭＳ
１１システムに入力し、次いでNULL値ＳＭＳをその移動体に送ることによって、アイドル
の移動体の位置を検出することができる。移動体デバイスは、ＳＭＳメッセージの受信を
承認し、高精度でその位置を検出することができる。ワイヤレス通信業者は、NULL値ＳＭ
Ｓが移動体によって受信されたときに、移動体に警報しないように、ホスト・ワイヤレス
・ネットワーク・システムを設定することができる。更に、ＬＢＳアプリケーションの要
件を満たすように、いずれの時点でもNULL値を送ることによって、移動体の位置に対する
変更を行うことができる。これらのＳＭＳメッセージは、例えば、ＬＢＳアプリケーショ
ンによって、自動的に送ることができ、サービス・パラメータの品質に基づいて設定する
ことができる。
【０１６８】
　代わりのアイドル移動体トリガ(idle mobile triggering)方法では、ＬＢＳアプリケー
ションがＧＭＬＣにCAMEL 'Any-Time-Interrogation'（ＡＴＩ）クエリをＨＬＲに提出す
ることが必要となる。この結果、ネットワーク呼出を移動体に送ることができる。標準化
した補足サービスを用いるＭＳＣは、実際に移動体をトラフィック・チャネル上に置くこ
となく、あるいは加入者に通知することなく、移動体を呼び出し、認証を行う。呼出およ
び認証メッセージングの間、ワイヤレス位置検出システムはＵ－ＴＤＯＡまたはＡｏＡを
用いて、処理し、移動体の位置を高精度に検出することができる。低精度のＣＧＩ＋ＴＡ
位置検出は、このトランザクションによって自動的に生成される。ＧＳＭサービス制御機
能（ｇｓｍＳＣＦ）も用いて、ＧＭＬＣに常時質問を発行させ、いずれの時点でもＨＬＲ
からの情報（例えば、加入者状態および位置）を要求することができる。ＡＴＩ手順を用
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いて、ＭＳをIDLEからアクティブ・シグナリング状態に遷移させることができる。
【０１６９】
　例えば、資産（例えば、ペット）追跡デバイスのＩＭＳＩを、資産の所有者がその移動
体の位置を知りたいときにはいつでも、ワイヤレス位置検出システムに入力することがで
きる。NULL 値ＳＭＳを移動体に送ることができ、または資産発見位置検出サービス・ア
プリケーションがＧＭＬＣへのＡＴＩメッセージを開始し、位置検出プロセスを開始する
ことができる。数秒以内に、ＬＭＵ装備区域内にあれば高い精度で（そして、移動してい
る場合は、進行速度および方向も）、ＬＭＵ装備区域内にある場合には、高精度で資産追
跡デバイスの位置が検出され（移動している場合、進行速度および方向を判定することが
できる）、ＬＭＵ装備区域外にあり、セルＩＤ技法のみが利用可能な場合には、低精度で
位置が検出される。
【０１７０】
　ＧＭＬＣから加入者位置を更新する好適な方法は、ＣＡＭＥＬフェーズ３および４に規
定したAnyTimeInterrogation（ＡＴＩ）メッセージおよび手順である。ＣＡＭＥＲＬフェ
ーズ３／４ＡＴＩパラメータ'current location'（現在地）を'true'に設定すると、ＧＭ
ＬＣはＨＬＲに、ＭＳＣの補足サービスを通じて呼出を開始（強制）するように連絡する
。非ＣＡＭＥＬ３および４準拠ＧＭＬＣおよびＨＬＲクラスタを有するネットワークでは
、サイレントＳＭＳに基づく位置更新が可能である場合もある。
【０１７１】
　本明細書によれば、ＳＭＳによって無音でユーザを呼び出す際、ＧＭＬＣはＳＭＳＣ（
ＳＭＰＰインターフェースを通じて）'SUBMIT SM'（ＳＭ提出）メッセージを、'11110110
'（十進数＝２４６）のデータ符号化方式値を用いて送る。このメッセージ・タイプの配
信では、何らかの視覚的または聴覚的通知によって、ユーザに警報するようにＭＳをトリ
ガすることはない。
【０１７２】
　通信業者は、彼らの既存の電話機挙動を「サイレント」ＳＭＳに選択することを検証す
ることを提唱する。また、通信業者は、'11110110'のデータ符号化方式値を用いて'SUBMI
T SM'メッセージを与えるときに、ＭＳＣの動作に関してＭＳＣおよびＳＭＳＣの製造業
者でチェックするとよい。
【０１７３】
　ＡＴＩが利用できず、既存の移動体やインフラストラクチャではサイレントＳＭＳを実
行することができない場合、代案が存在してもよい。ＧＭＬＣからＭＳＣに、'force pag
ing'（呼出強制）を「真」に設定して発射する加入者情報提供（ＰＳＩ）メッセージが、
加入者に警報せずに、移動体を呼び出す。
【０１７４】
　図５Ｂは、本発明によるAnyTimeInterrogation（ＡＴＩ）の使用方法の一例を示す。最
初に、位置検出アプリケーションが、ステップ５６０において、ＭＳＩＤによる低精度位
置検出要求をＧＭＬＣに送る。ＧＭＬＣは、ステップ５６２において、ワイヤレス・ネッ
トワークに問い合わせる。すると、ワイヤレス・ネットワークは、ステップ５６４におい
て、移動体がアイドルであることを発見することができる。ワイヤレス・ネットワークは
、ステップ５６６において、ＡＴＩおよび補足サービスを用いて、移動体を呼び出すこと
ができる。次いで、ＬＭＳは、ステップ５６８において、呼出手順を検出することができ
る。移動体は、ステップ５７０において、呼出を受信し、呼出応答で回答する。次に、Ｌ
ＭＳは、ステップ５６８において呼出応答を検出し、ステップ５８０においてＷＬＳに高
精度位置検出を実行させることができる。次に、ステップ５８２において、ＷＬＳは、更
に設定を行うために、位置推定値をＬＣＳアプリケーションに送ることができる。ワイヤ
レス・ネットワークは、ステップ５７４において、低精度の位置検出により、ＨＬＲ／Ｖ
ＬＲ記録およびＧＭＬＣへの回答を更新することができる。位置検出アプリケーションは
、ステップ５７８において、低精度位置をＧＭＬＣから受信し、ステップ５８４において
高精度位置を受信する。
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【０１７５】
　図５Ｃは、本発明によるＳＭＳピングの使用方法の一例を示す。ステップ５８５におい
て、位置検出アプリケーションは、ＭＳＩＤによる低精度位置検出要求を、ＧＭＬＣに送
る。ＧＭＬＣは、ステップ５８６において、ワイヤレス・ネットワークに問い合わせる。
次に、ワイヤレス・ネットワークは、ステップ５８８において、最後に知った低精度位置
を返す。ＧＭＬＣは、ステップ５８９において、低精度位置をＬＣＳアプリケーションに
渡す。次に、位置検出アプリケーションは、ステップ５９０において、低精度位置を受信
する。ステップ５９１において、ＧＭＬＣはＳＭＳを移動体に発行する。ワイヤレス・ネ
ットワークは、ステップ５９２において、ＳＭＳ着信のために、移動体を呼び出す。ＬＭ
Ｓは、ステップ５９３において、呼出を検出する。移動体は、ステップ５９４において、
呼出を受信し、呼出応答で回答する。次に、ＬＭＳは、ステップ５９５において、呼出応
答を検出する。次に、ＷＬＳは、ステップ５９６において、高精度位置検出を実行するこ
とができる。次いで、ＷＬＳは、ステップ５９７において、位置推定値をＧＭＬＣに送る
ことができる。ＧＭＬＣは、ステップ５９８において、高精度位置を受信し、それをＬＣ
Ｓアプリケーションに送る。位置検出アプリケーションは、ステップ５９９において、項
精度位置を受信し、更に、今後の使用のために、位置を評価または格納してもよい。
【０１７６】
４．過去のセル位置
　移動体電話機は、セクタ、セル、またはセル群によって囲まれたまたはカバーされた地
理的規定地域における過去の存在履歴に基づいて特定し、位置を検出することができる。
背景となる位置の特徴によって、操作者はセル（ＣＧＩ）に基づいて区域を規定し、対象
区域においてネットワーク・トランザクションを有した移動体についてＩＭＳＩ／ＴＭＳ
Ｉ情報を収集し、後のネットワーク・トランザクションにおいて、特定した移動体の位置
を検出することができる。最初に、セルまたはＣＧＩをワイヤレス位置検出システムにロ
ードする。ＬＢＳアプリケーションが特定の期間において特定の区域にいた移動体の移動
体番号（したがって、アイデンティティ）全てを知りたい時点以降、ＬＭＳに問い合わせ
を行う。ＬＭＳは、アプリケーションに分かっている全ての移動体識別子（ＩＭＳＩ、Ｍ
ＳＩＳＤＮ、ＩＭＥＩ）を生成する。ＬＭＳに収集した移動体識別子を供給することによ
って、移動体が対象区域を離れる際に、これらを高精度で追跡する。
【０１７７】
　例えば、津波または嵐の後、移動体または移動体デバイスを装備した、捜索および救出
部隊を自動的に再結集地において特定し、自動的に高精度Ｕ－ＴＤＯＡ追跡リストに追加
し、被害を受けた区域内において更に追跡および監督することができる。
【０１７８】
　図６は、本発明によるセル位置履歴の使用方法の一例を示す。ステップ６１０において
、全てのネットワーク・トランザクションにイベントを設定する。ステップ６１５におい
て、全てのネットワーク・トランザクションを検出するようにＬＭＳを設定する。ステッ
プ６２０において、移動体がネットワーク・トランザクションを開始すると、ＬＭＳは、
ステップ６２５において、ネットワーク・トランザクションを検出し、ステップ６３０に
おいて、ＭＳＩＤ、セル、および無線情報をトランザクションから収集し、この情報をメ
モリに格納する。次に、ステップ６４０において、対象のＣＧＩに対するＬＭＳにファイ
ラ(filer)を設定することができる。次に、ＬＭＳは、ステップ６４５において、対象の
ＣＧＩに対するローカル・メモリをフィルタ処理することができる。次に、ＬＭＳは、Ｍ
ＳＩＤ、セル、および無線情報を対象の移動体に対するＷＬＳに送ることができる。ＷＬ
Ｓは、ステップ６５５において、セルおよび無線情報を位置推定値に変換することができ
る。次に、ＷＬＳは、ステップ６６０において、ＭＳＩＤ、セル、および無線情報を、位
置推定値と共に、位置検出アプリケーションに送ることができる。次に、ステップ６６５
において、位置検出アプリケーションは、更に設定するために、情報を評価および格納す
ることができる。いずれかの時点で、移動体はステップ６３５においてネットワーク・ト
ランザクションを完了する。
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【０１７９】
５．セルＩＤトリガ
　移動体電話機は、ＬＭＳが監視するセルＩＤに基づいて、特定し次いで位置を検出する
ことができる。移動体がネットワーク・トランザクションを行う場合（呼発信、呼着信、
ＳＭＳ発信、ＳＭＳ着信、位置更新、測定報告、またはハンドオーバー）、監視するＬＭ
Ｓによって、対象のＣＧＩにおいてその位置が検出される。
【０１８０】
　セル－ＩＤに基づく位置検出および高精度位置検出の双方は、セル－ＩＤトリガもサポ
ートする。セルＩＤに基づく位置検出は、セル－ＩＤまたはタイミング進み＋セル－ＩＤ
（または１／２ＲＴＴ）とすることができる。ＥＣＩＤ位置検出が可能なのは、移動体が
トラフィック・チャネル上にあるときである。高精度位置検出は、移動体のチャネル情報
がＬＭＳに入手可能になったときにはいつでも、ＬＭＵを展開した区域において可能であ
る。
【０１８１】
　図７は、本発明によるセルＩＤトリガ方法の一例を示す。ステップ７１０において、対
象のＣＧＩまたはＣＩをシステムに入力する。ステップ７１５において、全てのネットワ
ーク・トランザクションを検出し、ＣＧＩまたはＣＩにフィルタをかけるように、ＬＭＳ
を設定する。ステップ７２０において移動体がネットワーク・トランザクションを開始す
ると、ＬＭＳはステップ７２５においてネットワーク・トランザクションを検出すること
ができる。次いで、ＬＭＳは、ステップ７３０において、ＭＳＩＤ、セル、および無線情
報をトランザクションから収集し、この情報をメモリに格納することができる。
【０１８２】
　ＣＧＩまたはＣＩがフィルタ値と一致した場合、ＬＭＳはステップ７３５においてＭＳ
ＩＤ、セル、および無線情報をＷＬＳに転送することができる。次に、ＷＬＳは、ステッ
プ７４０において、高精度または低精度位置検出によって、移動体の位置を判定すること
ができる。次に、ステップ７４５において、ＷＬＳは、更に評価および格納するために、
位置を位置検出アプリケーションに送ることができる。ステップ７５０において、位置検
出アプリケーションはＷＬＳおよびＬＭＳから情報を受信することができる。いずれかの
時点で、移動体はステップ６５５においてネットワーク・トランザクションを完了する。
【０１８３】
６．広域位置確認(localization)アプリケーション
　また、移動体デバイスは、セクタ、セル、またはセル群による無線カバレッジの下で、
規定地理区域における存在に基づいて、特定し位置を検出することもできる。この履歴位
置検出の特徴は、セルの集合（ＣＧＩ、ＣＩ）として規定した区域をＬＭＳにロードする
ことによって遂行する。次いで、ＬＭＳ１１は、対象の地理的区域においてネットワーク
・トランザクション（例えば、ハンドオーバー、位置更新等）を開始したＩＭＳＩ、ＭＳ
ＩＳＤＮ、および関連するＴＭＳＩのリストを作成することができる。更に、特定の時間
期間を指定することによって、識別および位置検出を更に絞ることもできる。つまり、移
動体デバイスが指定された時間期間に指定された位置にいる場合にのみ、特定され位置が
検出される。
【０１８４】
　この応用例は、例えば、火事または緊急事態に伴って、指定区域において指定時間期間
中に全ての移動体デバイスのアイデンティティを判定するために用いることができる。対
象のセルＩＤ（ＣＧＩまたＨＣＩ）を、火事または緊急事態が発生した都市の特定区部に
対応するＬＭＳ１１にロードすることができる。その時点以降、当事者が、特定の期間（
即ち、火事が発生した時間期間）中特定の区域にいた個人の移動体番号（したがって、ア
イデンティティ）全てを知ることを望む場合、要求してから数秒の内に、リストを入手可
能とすることができる。これは、例えば、事件の証拠または目撃者を得る際に特に有用で
ある場合がある。
【０１８５】
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　図８Ａは、本発明による、位置および時間に基づく移動体検出方法の一例を示す。ステ
ップ８０１において、全てのネットワーク・トランザクションにイベントを設定する。ス
テップ８０２において、全てのネットワーク・トランザクションを検出するように、ＬＭ
Ｓを設定する。ステップ８０３において移動体がネットワーク・トランザクションを開始
すると、ステップ８０４においてＬＭＳはネットワーク・トランザクションを検出するこ
とができる。次いで、ＬＭＳは、ステップ８０５において、ＭＳＩＤ、セル、および無線
情報をトランザクションから収集し、この情報をメモリに格納することができる。
【０１８６】
　ステップ８０８において、対象のＣＧＩ、および特定の時間期間に対してフィルタを設
定することができる。次に、ステップ８０７において、ＬＭＳは指定した時間期間対象の
ＣＧＩに対して、ローカル・メモリにフィルタ処理をかけることができる。次に、ステッ
プ８０９において、ＬＭＳは、得られたＭＳＩＤ、セル、および無線情報を、位置検出の
ために、ＷＬＳに送ることができる。次いで、ＷＬＳは、ステップ８１０において、移動
体の位置を判定することができる。愚痴に、ＷＬＳは、ステップ８１１において、更に評
価および格納するために、ＭＳＩＤ、セル、無線情報、および位置を位置検出アプリケー
ションに送ることができる。位置検出アプリケーションは、ステップ８１２において、Ｗ
ＬＳからの情報を受信することができる。いずれかの時点において、移動体はステップ８
０６においてネットワーク・トランザクションを完了する。
【０１８７】
７．全ての加入者の背景位置
　また、移動体デバイスは、セクタ、セル、またはセル群によって囲まれたまたはカバー
された地理的規定地域における履歴、即ち、過去の存在に基づいて特定し、位置を検出す
ることができる。背景となる位置の特徴によって、操作者はセル（ＣＧＩ）に基づいて区
域を規定し、対象区域においてネットワーク・トランザクションを有した移動体について
ＩＭＳＩ／ＴＭＳＩ情報を収集し、後のネットワーク・トランザクションにおいて、特定
した移動体の位置を検出することができる。
【０１８８】
　位置検出を開始するには、セルまたはＣＧＩをワイヤレス位置検出システムにロードす
る。その時点以降、ＬＢＳアプリケーションが特定の期間において特定の区域にいた移動
体の移動体番号（したがって、アイデンティティ）全てを知りたい場合、ＬＭＳ１１に問
い合わせを行う。ＬＭＳ１１は、アプリケーションに分かっている全ての移動体識別子（
ＩＭＳＩ、ＭＳＩＳＤＮ、ＩＭＥＩ）を生成する。ＬＭＳ１１に収集した移動体識別子を
供給することによって、移動体が対象区域を離れる際に、これらを高精度で追跡する。例
えば、津波または嵐の後、移動体または移動体デバイスを装備した、捜索および救出部隊
を自動的に再結集地において特定し、自動的に高精度Ｕ－ＴＤＯＡ追跡リストに追加し、
被害を受けた区域内において更に追跡および監督することができる。
【０１８９】
８．スマート近接位置検出
　スマート近接識別によって、移動体デバイスを特定し、別の移動体出アイスに対する近
接度に基づいて位置を検出することができる。スマート近接識別の特徴によって、操作者
は、対象の移動体デバイスと同じ区域にあるユーザのリストを得ることが可能となる。例
えば、雪崩地帯において、行方不明のスキーヤの移動体の位置を検出することができる。
また、同じ区域における移動体デバイスの完全なリストも判定することができる。対象の
移動体と同じ地理的区域において発見された捜索および救助隊に属する移動体に、常時質
問（ＡＴＩ）またはNULL値ＳＭＳを通じて問い合わせ、行った高精度位置検出を用いて、
対象の移動体に対する近接度を判定する。次いで、行方不明即ち遭難したスキーヤに捜索
者を向かわせることができる。
【０１９０】
　図８Ｂから図８Ｄは、本発明によるスマート近接位置検出方法の一例を示す。ステップ
８１３において、ＭＳＩＤフィルタを用いて、全てのネットワーク・インベントをシステ
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ムに入力することができる。ステップ８１４において、全てのネットワーク・トランザク
ションを検出するように、ＬＭＳを設定することができる。ステップ８１において移動体
がネットワーク・トランザクションを開始すると、ＬＭＳはステップ８１６においてその
トランザクションを検出することができ、ステップ８１７においてＭＳＩＤ、セル、およ
び無線情報を、トランザクションの結果として収集し、メモリにそれを格納することがで
きる。ネットワーク・トランザクションの後のある時点で、移動体はステップ８１８にお
いてトランザクションを完了する。ＭＳＩＤが所定のフィルタ値と一致した場合、ＬＭＳ
はステップ８１９においてＭＳＩＤ、セル、および無線情報をＷＬＳに転送することがで
きる。ＷＬＳは、ステップ８２０において、移動体の低精度または高精度位置検出を行う
ことができる。ＬＭＳおよびＷＬＳは、ステップ８１９および８２２において、それぞれ
、位置推定値およびセルＩＤを含む、入手可能な情報全てを位置検出アプリケーションに
転送する。ステップ８２１において、位置検出アプリケーションは次にセルＩＤをＬＭＳ
に設定することができる。
【０１９１】
　次に、ステップ８２４において、ＬＭＳはメモリを探索して、対象のセルＩＤにおける
ＭＳＩＤを求めることができる。次に、ＬＭＳは、ステップ８２５において、発見し収集
したＭＳＩＤ全てを位置検出アプリケーションに送ることができる。次いで、位置検出ア
プリケーションは、ステップ８２６において、ＬＭＳイベントを呼出応答に設定し、収集
したあらゆるＭＳＩＤに対してフィルタ処理を行うことができる。次に、ＬＭＳは、ステ
ップ８２８において、呼出応答を検出し、収集したＭＳＩＤのいずれにもフィルタ処理す
るように、ＬＭＳを設定することができる。また、ステップ８２９において、位置検出ア
プリケーションは一連の位置検出要求を、収集したＭＳＩＤと共に送ることもできる。そ
の結果、ＧＭＬＣはステップ８３０において収集したＭＳＩＤに対してAnyTimeInterroga
tions（ＡＴＩ）を実行することができる。移動体がアイドルであるとき、ステップ８３
１において、移動体はＡＴＩ誘導呼出に応答することができる。次に、ＬＭＳは、ステッ
プ８３２において、呼出応答を検出し、収集したＭＳＩＤに照合することができる。
【０１９２】
　ステップ８３３において、ＬＭＳは次にＷＬＳにＭＳＩＤ、セル、および無線情報を供
給することができる。次に、ＷＬＳは、ステップ８３４において移動体の低精度または高
精度位置検出を実行し、ステップ８３３において位置推定値を位置検出アプリケーション
に送ることができる。位置検出アプリケーションは、ステップ８３６において、更に使用
するために、全ての情報を収集する。いずれかの時点で、移動体はステップ８３７におい
てＡＴＩ誘導呼出応答または呼を完了する。
【０１９３】
９．ジオフェンシング(geo-fencing)
　また、ＬＭＳが行うセルＩＤに基づく位置検出に基づいて、移動体デバイスを特定し、
高精度に位置を検出することもできる。仕切った区域は、タイミング進み（ＴＡ）と組み
合わせたセルおよびセクタによって規定された区域による、セル（ＣＧＩ）または更に制
約のある区域に対応することができる。ジオフェンシングの特徴により、操作者は、当該
区域に侵入した移動体に対して高精度の位置検出を開始する区域または「制約」地帯、ま
たは規定した規制地帯に近すぎるセル区域またはセクタ区域に基づいて、特定の区域また
は「制約」地帯を設定することが可能となる。
【０１９４】
　例えば、制約地帯に隣接する区域を担当するＧＣＩを、ワイヤレス位置検出システムに
ロードすることができる。その時点以降、その区域に侵入した移動体またはそこから退出
した移動体はいずれも、高精度Ｕ－ＴＤＯＡによって位置が検出されるので、例えば、セ
キュリティ・サービスが事件を調査することができる。また、このサービスはその移動体
の位置を検出し続けることもでき、また不法侵入が罪にならないことが分かった場合、位
置検出を終了することができる。別の実施形態では、個々の加入者に、例えば、アラーム
によって、彼が予定していない時点に所定のジオフェンシング区域を退出したまたはそこ
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に到達したか否か通知することもできる。
【０１９５】
　移動体デバイスは、使用中のエア・インターフェースには関係なく、バッテリの寿命を
最大限引き延ばすように設計されている。この理由のため、電力を消費する無線送信機お
よび受信機は、ユーザが発呼する、データ・セッションを開始する、または内部タイマの
期限が切れたのではない場合、電力低下即ちスタンバイ状態に維持される。内部タイマの
期限切れによって、電話機に送信させることができ、あるいは単純に受信機を活性化し、
着信メッセージを聴取することができる。着信メッセージは、移動体デバイスに直接宛て
られる場合（呼出におけるように）、またはワイヤレス・システムによって全てのワイヤ
レス・デバイスにブロードキャストされる場合があり得る。この明細書の主旨により、移
動体デバイスによる送信を「無線ネットワーク・イベント」と呼ぶことにする。
【０１９６】
　前述のように、移動体デバイスは、長期間にわたって静止状態となる場合があり、位置
検出または追跡のための媒体(vehicle)としてのその使用が問題となることがある。本発
明は、標準的な無修正、標準化移動体電話機の使用、無変更動作、受動式ネットワーク監
視デバイス、および地理的地帯または境界の指定を拠り所として、全体的に「ジオフェン
シング」と呼ぶクラスの位置検出に基づくサービスを可能にする。
【０１９７】
　自動ジオフェンシングは、無線トラフィックを制御するために用いられる既存のワイヤ
レス・ネットワーク・パラメータおよび構成を利用する。位置検出区域（ＬＡ）、位置検
出区域コード（ＬＡＣ）、および位置検出区域インデックス（ＬＡＩ）、ならびにこれら
の非ＧＳＭ同等物は、ワイヤレス運営者によって規定した地理的区域への呼出トラフィッ
クを制限することにより、移動体デバイスへの制御メッセージング、データ、および音声
呼の配信を制御するために、既に使用中である。
【０１９８】
　自動ジオフェンシングでは、操作者が対象の特定区域または地帯を、セル、セクタ、呼
出区域、ルーティング区域、またはその他のサービス区域のようなワイヤレス・サービス
・パラメータに基づいて指定しなければならない。一旦区域を指定したなら、ワイヤレス
位置検出システムは、ワイヤレス・デバイスを検出し位置を突き止めることができ、ワイ
ヤレス・デバイスが、規定した規制地帯に侵入した、または規定した地帯を通り抜けよう
としていることを他の者に警告することができる。また、移動体電話機は、それが予期ま
たは予定されていない時点に、例えば、所定のジオフェンシング区域から退出するまたは
そこに到達した場合アラームを発生することもできる。ｌａｃのようなワイヤレス・ネッ
トワーク・パラメータの調節、および対象のジオフェンシング地帯の確立は、潜在的に、
ワイヤレス・システムの無線およびネットワーク・トラフィック全体に対しては、呼出ボ
リュームの増大というような、最適でない効果が生ずる可能性もある。ジオフェンシング
は、ワイヤレス・ネットワークを混乱させるに値する高価値位置検出系サービスと見なさ
れる。ワイヤレス・システムの呼出構成を用いるジオフェンシングは、低精度（セル－Ｉ
Ｄに基づく）および高精度（Ｕ－ＴＤＯＡ、ＡｏＡ）ネットワークに基づく位置検出シス
テムのための最新の救急サービスプロジェクト以前では、可能ではなかった。
【０１９９】
　列挙した特許に記載されているＡｏＡおよびＴＤＯＡ位置検出方法に加えて、ワイヤレ
ス位置検出システムは、低精度位置検出方法もサポートし、担当セル－ＩＤ、担当セクタ
、または担当セル、セクタ、および改良セルＩＤ（ＥＣＩＤ）と呼ばれるハンドオーバー
候補測定値の組み合わせへのマッピングに基づくものを含む。
【０２００】
　本発明に含まれる受動式監視デバイス（無線ネットワーク・モニタ（ＲＮＭ８２））に
よって、既存の無線ネットワーク・メッセージングおよび情報を用いた、低精度の移動体
電話機位置検出が可能となる。ジオフェンシング区域をカバーする重畳受動式受信機を付
加的に展開すること、または既存のセル・サイト受信機に対して修正することにより、い
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ずれの無線ネットワーク・イベントの高精度の（ＴＤＯＡ、ＡｏＡ）位置検出が可能とな
る。
【０２０１】
Ａ．ジオフェンシングの詳細な説明
ジオフェンシング区域
　ＰＬＭＮ内にある全ての基地局無線送信機は、制御チャネルを通じて、位置検出区域ア
イデンティティ（ＬＡＩ）コードをブロードキャストして、基地局送信機が担当する位置
検出区域（ＬＡ）を特定する。移動体デバイスが呼に関わっていないとき、その場所にお
いて基地局が送信する制御チャネル・ブロードキャストを自動的に走査し、最も強い信号
を配信するチャネルを選択する。選択したチャネルがブロードキャストするＬＡＩコード
によって、ＭＳが現在位置する位置検出区域を特定する。ＬＡＩコードは、移動体機器の
加入者アイデンティティ・モジュール（ＳＩＭ）に格納される。ＭＳがネットワーク区域
全域にわたって移動するに連れて、選択した制御チャネルから受信する信号の強度が徐々
に予約なり、それよりも強い新たな信号を判定する。ＭＳは新たに優勢となったチャネル
に同調し直すことができ、新たなチャネルがブロードキャストしているＬＡＩコードを試
験することができる。受信したＬＡＩコードがＭＳ上に格納されているものと異なる場合
、ＭＳは別の位置検出区域に進入しており、位置更新手順を開始して、変更を移動体交換
センタ（ＭＳＣ）に報告する。この手順の終了時に、ＳＩＭ内にあるＬＡＩコードを更新
する。
【０２０２】
　位置検出区域アイデンティティ・コードは、ＰＬＭＮにおける位置検出区域を特定する
。ＬＡＩコードには３つの成分があり、移動体国コード（ＭＣＣ）、移動体ネットワーク
・コード（ＭＮＣ）、および位置検出区域コード（ＬＡＣ）を含む。これは図８Ｅに示す
通りである。ＭＣＣは、３桁のコードであり、移動体加入者の居住地の国を一意に特定す
ることができる（例えば、ドイツは２６２、ブルネイは５２８）。ＭＣＣは、国際標準組
織である国際電気通信連合（ＩＴＵ－Ｔ）によって、国連の後援の下で割り当てられる。
ＭＮＣは、２桁のコードであり、移動体加入者の本拠地ＧＳＭ　ＰＬＭＮを特定する。一
国に１つよりも多いＧＳＭ　ＰＬＡＭＮが存在する場合、その各々に一意のＭＮＣを割り
当てる。各国の瀬伊具がＭＮＣ２桁コードを割り当てる。
【０２０３】
　ＬＡＣ成分は、ＰＬＭＮ内部における位置検出区域を特定する。ＬＡＣには、固定長の
２つのオクテットがあり、１６進表記を用いて符号化することができる。運営者は、ＬＡ
ＩのＬＡＣ成分を割り当てる。図８Ｅは、位置検出区域アイデンティティ（ＬＡＩ）コー
ドの一例を示す。
【０２０４】
静止ジオフェンシング区域
　静止ジオフェンシング区域は、規定したＣＧＩまたはＣＩのグループがカバーする区域
の連結集合によって規定される。ＬＭＳまたはＲＮＭはこれらのＧＣＩまたはＣＩグルー
プを用いて、ネットワーク・イベント・トリガをフィルタ処理することができる。カバー
する地理的区域への進入、セルおよびセクタ間の移動、ならびにカバーする地理的区域か
らの退出は、アイドル状態の移動体、および音声またはデータ・セッション中にある移動
体双方について、検出することができる。ジオフェンシング区域の広さは、一般に、ＲＮ
Ｍの地理的分布、またはＬＭＳが監視する区域によって制限される。
【０２０５】
　静止ジオフェンシング区域を作成するには、ジオフェンシング区域をカバーするセルま
たはセクタにおいて共通位置検出区域コード（ＬＡＣ）を設定する。これによって、公共
土地移動体ネットワーク（ＰＬＭＮ：Public Land Mobile Network）内において一意に特
定したＬＡ（位置検出区域）を作成する。数千ものこれらジオフェンシング区域を、ＧＳ
Ｍワイヤレス・ネットワーク毎に作成することができ、１つのセルまたはマイクロセルか
ら、国家または大陸の広さのクラスタまでの区域をカバーする。カバーされる地理的区域
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に対する進入および退出は、移動体がアイドル状態であっても、検出することができる。
ＬＡＣは、ＬＭＳまたはＲＮＭによって、ネットワーク・イベント・トリガに、そしてト
リガイベントを対象区域のみに限定するために用いることができる。
【０２０６】
　図８Ｆは、本発明にしたがって、静止ＬＡＣを用いてアイドル状態の移動体を検出する
プロセス例のフローチャートである。始めに、ステップ８３８において、「フェンシング
」区域をカバーするように、選択したＣＧＩのＢＣＣＨにＬＡＣを設定する。加えて、ス
テップ８３９において、対象区域におけるＣＧＩおよびあらゆる位置更新トランザクショ
ンに対して、ＬＭＳトリガを設定する。ステップ８４０において、アイドル状態にある移
動体の一例が「フェンシング」区域に進入する。移動体の一例は、ステップ８４１におい
て、ＢＣＣＨにブロードキャストされている新たな位置検出区域（即ち、ＬＡＣ）を検出
する。ステップ８４２において、移動体は、ワイヤレス・ネットワークとの位置更新トラ
ンザクションを開始することができる。ＬＭＳは、ステップ８４３において、位置更新イ
ベントを検出し、移動体アイデンティティ・データ、ＣＧＩ、およびＲＦチャネルを収集
し、例えば、位置検出アプリケーションに配信する。位置検出アプリケーションは、次に
、ステップ８４４において、例えば、規則集合を用いて評価を行い、移動体アイデンティ
ティおよびＣＧＩをデータベースに格納することができる。同時に、ＬＭＳは、ステップ
８４５において、保留の要求タイプ、ワイヤレス位置検出システム（ＷＬＳ）にチャネル
情報を供給し、移動体の一例の高精度位置検出を完了する。ステップ８４２において移動
体が位置更新トランザクションを開始した後のいずれかの時点で、ステップ８４７におい
て、移動体はワイヤレス・ネットワークによる位置更新を完了し、アイドル状態に戻るこ
とができる。更に、ステップ８４６において一旦ＷＬＳは移動体の高精度位置検出を完了
し、移動体の位置を位置検出アプリケーションに規定したなら、位置検出アプリケーショ
ンは、ステップ８４８において、高精度の位置を評価し格納する。移動体を更に追跡する
必要がある場合、ＬＭＳは、引き続き特定した移動体（図示せず）に関する高精度位置検
出を完了するようにＷＬＳに課する。
【０２０７】
　図８Ｇは、本発明にしたがって、ハンドオーバー中に移動体を検出するプロセスの一例
のフローチャートである。始めに、ステップ８４９において、「フェンシング」区域をカ
バーするために、選択したＣＧＩのＢＣＣＨにＬＡＣを設定する。加えて、ステップ８５
０において、対象の区域およびハンドオーバーに対するトリガにＬＭＳトリガをＣＧＩに
対して設定する。ステップ８５０において、移動体の一例が待機している。移動体がステ
ップ８５２においてフェンシングＣＧＩの近傍に進入すると、移動体はステップ８５３に
おいてフェンシング区域内のＣＧＩへのハンドオーバーを行う。次いで、移動体は、ステ
ップ８５５において新たなＣＧＩにおいて呼を続けることができる。
【０２０８】
　しかしながら、ＬＭＳは、ステップ８５４においてハンドオーバー・イベントを検出し
、ステップ８５６において、ＣＧＩ、タイミング進み、およびネットワーク測定報告（Ｎ
ＭＲ）をＳＭＬＣに送ることができる。ＳＭＬＣは、ステップ８５７において、移動局の
改良セル・サイトＩＤ（ＥＣＩＤ）位置を計算することができる。位置検出アプリケーシ
ョンは、ステップ８５８において、移動体アイデンティティＥＣＩＤを評価し格納するこ
とができる。ＬＭＳは、ステップ８５９において、ＷＬＳにＲＦチャネル情報および要求
タイプを供給することができる。ＷＬＳは、ステップ８６０において、高精度位置検出を
完了し、移動体の位置を位置検出アプリケーションに戻すことができる。次いで、位置検
出アプリケーションは、ステップ８６１において、高精度の位置を評価し格納することが
できる。移動体を更に追跡する必要がある場合、ＬＭＳは、引き続き特定した移動体（図
示せず）に関する高精度位置検出を完了するようにＷＬＳに課する。
【０２０９】
　図８Ｉは、本発明にしたがって、近接検出を用いて、移動体を検出するプロセスの一例
のフローチャートである。最初に、ステップ８６２において、「フェンシング」区域をカ
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バーするために、選択したＣＧＩのＢＣＣＨにＬＡＣを設定する。加えて、ステップ８６
３において、ＮＭＲに対する対象領域におけるＣＧＩに対してＬＭＳトリガを設定する。
ステップ８６４において、移動体の一例が待機している。移動体がステップ８６５におい
てフェンシングＣＧＩの近傍に進入すると、移動体はステップ８６６においてフェンシン
グ・グループからのＣＧＩをＮＭＲに追加する。次いで、移動体はステップ８６８におい
て待機状態のままでいることができる。しかしながら、ＬＭＳは、８６７においてフェン
シングＣＧＩを収容しているＮＭＲリストを検出し、ステップ８６９においてＣＧＩ、タ
イミング進み、およびネットワーク測定報告（ＮＭＲ）をＳＭＬＣに送ることができる。
ＳＭＬＣは、ステップ８７０において、移動局の改良セル・サイトＩＤ（ＥＣＩＤ）を算
出することができる。位置検出アプリケーションは、ステップ８７１において、移動体ア
イデンティティＥＣＩＤを評価し格納することができる。ＬＭＳは、ステップ８７２にお
いて、ＷＬＳにＲＦチャネル情報および要求タイプを供給することができる。ＷＬＳは、
ステップ８７３において、高精度位置検出を完了し、移動体の位置を位置検出アプリケー
ションに戻すことができる。そして、ステップ８７４において、位置検出アプリケーショ
ンは、旺盛度の位置を評価し格納することができる。移動体を更に追跡する必要がある場
合、ＬＭＳは引き続き、特定した移動体（図示せず）に対する高精度位置検出を完了する
ように、ＷＬＳに課することができる。
【０２１０】
動的
　セルの位置検出区域コード（ＬＡＣ）に対する動的な変更を用いてアイドル状態の移動
体を起動し、低精度のセルＩＤに基づく位置推定値を送信する、つまり作成するか、また
はオーバーレイ受信機を設置している場合、高精度のネットワークに基づく（Ｕ－ＴＤＯ
Ａ、ＡｏＡまたは混成Ｕ－ＴＤＯＡ／ＡｏＡ）位置推定の機会を得ることができる。ＬＡ
Ｃの変更の結果、現在会話中の移動体にはハンドオーバーが生ずる可能性があり、あるい
は解除されるが直ちに再度ダイアルし会話を再開することができる。
【０２１１】
　一意のＬＡＣを有する高電力の、恐らくは移動体の、単体ＢＴＳを用いて、セルのカバ
レッジ区域内にある移動体を起動して、位置更新を実行させる場合に考えられる、動的Ｌ
ＡＣ割り当ての代替実施形態がある。ワイヤレス・システムに対する悪影響が予期される
可能性があるが、単体ＢＴＳおよび周囲のセルのカバレッジ区域に制限することができる
。
【０２１２】
　図８Ｊは、本発明にしたがってジオフェンシングを用いて移動体を動的に検出するプロ
セスの一例のフローチャートである。最初に、ステップ８７５において、システムにおけ
る全てのＣＧＩに対して、ＢＣＣＨに元のＬＡＣを設定する。ステップ８７６において、
捜索する移動体が、選択区域において、アイドル状態となっている。次いで、ステップ８
７７において、対象のフェンシング区域の選択したＣＧＩに対して、ＢＣＣＨにおいてＬ
ＡＣを変更することができる。また、ステップ８８８において、位置更新トランザクショ
ンのために、任意に選択したＣＧＩを用いて、ＬＭＳトリガを設定することができる。フ
ェンシング区域内にあるアイドル状態の移動体は、ステップ８８９において、ＢＣＣＨに
おいてブロードキャストされた新たな位置検出区域を検出する。移動体は、ステップ８９
０において、ネットワークと位置更新トランザクションを開始する。ステップ８９１にお
いて、ＬＭＳは、位置更新イベントを検出し、移動体アイデンティティ・データ、ＣＧＩ
、およびＲＦチャネル情報を収集し、位置検出アプリケーションに配信することができる
。その後、移動体は、ステップ９８４において、位置更新トランザクションを完了し、フ
ェンシング区域においてアイドル状態に戻る。
【０２１３】
　位置検出アプリケーションは、ステップ８９２において、移動体アイデンティティおよ
びＣＧＩを評価し、格納し、またはＬＢＳアプリケーションに転送することができる。更
に、ＬＭＳは、ステップ８９３において、ワイヤレス位置検出システムに、ＲＦチャネル
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情報および要求タイプを供給することができる。ＷＬＳは、ステップ８９５において、高
精度位置検出を完了し、位置を位置検出アプリケーションに戻すことができる。位置検出
アプリケーションは、ステップ８９６において、高精度の位置を評価し、格納し、および
／またはＬＢＳアプリケーションに転送することができる。次いで、ＬＢＳアプリケーシ
ョンは、ステップ８９７において、収集した情報を評価することができる。移動体を更に
追跡する必要がある場合、ＬＭＳは引き続き、特定した移動体（図示せず）に対する高精
度位置検出を完了するように、ＷＬＳに課することができる。
【０２１４】
ジオフェンシングの選択肢１
　図８Ｋにおいて、展開したＬＭＵに奉仕する(serve)既存のセル・サイトまたは中央演
算ノード（ＳＭＬＣ）を有する単独位置に受信機（ＬＭＵ）を設置する。ＬＭＵは、ロー
カルＢＣＣＨを判定し、ＢＣＣＨのタイミングおよびフレーミング(framing)を確立する
。次いで、ＬＭＵはローカル・アクセス・チャネルを決定するか、またはある範囲のアク
セス・チャネルを走査するように予め設定することができる。ＬＭＵは、ローカルＧＳＭ
ネットワークにアクセスするためにＲＡＣＨ（またはその他のアップリンク・チャネル）
を使用しようとしている移動体を検出することができる。一旦検出すると、直近の区域内
にあるＬＭＵに、アクセスしている移動体の位置を検出するように課することができる。
【０２１５】
　このジオフェンシングの応用は、したがって、アイドル状態の移動体や、待機中にジオ
フェンシング区域内に移動して入ってくる移動体を検出することができない。移動体また
は加入者のアイデンティティをこのシステムによって判定することはできないが、非位置
検出ノード(non-location node)に対するインターフェースが必要なＴＭＳＩ－ＩＭＳＩ
－ＭＳＩＤＮマッピングを提供することができる。
【０２１６】
　単体受信機を用いて、カバレッジ区域のカバレッジおよびジェオメトリ(geometry)を改
善することができる。ネットワークの幾何学的配置は、ＴＤＯＡ系位置検出システム内で
生ずる正確度の地理的希釈（ＧＤＯＰ）の効果を極力抑えるため、または信号対ノイズ比
を最大限高めるために用いることができる。ＧＤＯＰまたはＳＮＲを改善することにより
、位置推定値の精度が向上する。
【０２１７】
　図８Ｋにおいて、ＢＴＳ１０、１１、１２、１３、１４にはＲＮＭ８２が装備されてい
るので、ジオフェンシング区域の広さおよび形状を設定する。
【０２１８】
ジオフェンシングの選択肢２
　図８Ｌにおいて、展開したＬＭＵに奉仕する(serve)既存のセル・サイトまたは中央演
算ノード（ＳＭＬＣ）を有する単独位置に受信機（ＬＭＵ）を設置する。同じＬＡＣを用
いるジオフェンシング区域において全てのＢＣＣＨによって、位置検出区域コード（ＬＡ
Ｃ）を、ジオフェンシング区域において一意に設定する。
【０２１９】
　ＲＮＭは、ローカルＢＣＣＨを判定し、ＢＣＣＨのタイミングおよびフレーミングを確
立することができる。次いで、ＲＮＭはローカル・アクセス・チャネルを決定するか、ま
たはある範囲のアクセス・チャネルを走査するように予め設定することができる。ＲＮＭ
は、ローカルＧＳＭネットワークにアクセスするためにＲＡＣＨ（またはその他のアップ
リンク・チャネル）を使用しようとしている移動体を検出することができる。一旦検出し
たなら、直近の区域にあるＲＮＭに、アクセスしている移動体の位置を検出することを課
する。
【０２２０】
　ＬＡＣはジオフェンシング区域に対して一意であるので、アイドルの移動体は、ジオフ
ェンシング区域に進入するときに、位置更新を実行する。待機中の移動体の場合、呼の完
了時に、位置更新を実行する。いずれの場合でも、監視するＲＮＭは、位置更新を検出し
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、きっかけとなった移動体に対して位置推定を実行する。
【０２２１】
　単体受信機を用いて、カバレッジ区域のカバレッジおよびジェオメトリを改善すること
ができる。ネットワークの幾何学的配置は、ＴＤＯＡ系位置検出システム内で生ずる正確
度の地理的希釈（ＧＤＯＰ）の効果を極力抑えるため、またはＳＮＲを最大限高めるため
に用いることができる。ＧＤＯＰまたはＳＮＲを改善することにより、位置推定値の精度
が向上する。移動体または加入者のアイデンティティをこのシステムによって判定するこ
とはできないが、非位置検出ノード（ＭＳＣ／ＶＬＲまたはＨＬＲ）に対するインターフ
ェースが必要なＴＭＳＩ－ＩＭＳＩ－ＭＳＩＤＮマッピングを提供することができる。
【０２２２】
　図８Ｌにおいて、セル７、８、１４、１５、１６、１８および１９にはＲＮＭが装備さ
れている。セル１５は、ブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）上で局地的に一意の
位置検出区域コードをブロードキャストするように設定されている。ジオフェンシング区
域の広さおよび境界を規定するのは、ＬＡＣである。
【０２２３】
ジオフェンシングの選択肢３
　図８Ｍに図示するように、リンク・モニタ（ＬＭＳ）（あるいは基地局コントローラ（
ＢＳＣ）または無線ネットワーク・コントローラ（ＲＮＣ）に内蔵されている同様の設備
）を用いたジオフェンシングは、移動体ネットワーク・トランザクションのときにＬＭＳ
をトリガするように設定することによって可能である。これらのネットワーク・トランザ
クションは、移動体発信、移動体着信、位置更新、ショート・メッセージ・サービス発信
、およびＳＭＳ着信、ならびにハンドオーバーのようなその他の制御チャネル手順を含む
。
【０２２４】
　基地局（ＢＴＳ）とＢＳＣとの間のリンクを監視することによって、ＬＭＳはこれらの
イベントを検出することができる。リンク選択監視によって、またはセルＩＤに基づくト
リガにフィルタをかけることによって、セルまたはセクタ・カバレッジ区域に基づく任意
のジオフェンシング区域を作成するために、ＬＭＳを用いることができる。
【０２２５】
　次いで、ＬＭＳはエービス（またはＩｕｂ）リンク上で入手可能な情報を用いて、きっ
かけとなった移動体の位置推定値を決定することができる。ＬＭＳが収集した情報を用い
ることによって、ワイヤレス位置検出システム（ＷＬＳ）は低精度のセルＩＤに基づく位
置を算出する可能となる。
【０２２６】
　低精度のＣＧＩまたはＣＩ方法は、担当セル・タワーまたは担当セクタの中心の緯度お
よび経度の単なる報告に過ぎない。更に精度を高めた位置推定値は、セル－ＩＤ（ＧＳＭ
におけるＣＧＩまたはＵＭＴＳにおけるＣＩ）およびタイミング進み（ＴＡ）（１／２往
復時間（ＲＴＴ）としてＵＭＴＳにおいても用いられる）の双方を用いて、計算すること
ができる。これらは、本来、移動体のアップリンク・メッセージングを同期させるために
、ワイヤレス・システムが用いる。タイミング進みを距離に変換する（空気中における光
速と乗算する）ことにより、セル・タワーから移動体デバイスまでの距離の推定値が得ら
れる。
【０２２７】
　ＣＧＩ＋ＴＡ（またはＣＩ＋ＲＴＴ）位置検出技法を用いると、報告される位置は、時
間進み測定値のタイミング粒度（ＧＭＳでは５５４メートル、ＵＭＴＳでは３９メートル
）によって形成される区域と、担当セルの二等分線との交点となる。無指向性単一セクタ
・セルの場合、ＣＧＩ＋ＴＡまたはＣＩ＋ＲＴＴ方法に対して報告される位置は、担当セ
ル・タワーの経度および緯度となる。
【０２２８】
　潜在的に最も精度が高いセルに基づく位置検出技法は、改良セルＩＤ（ＥＣＩＤ）と呼
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ばれ、担当セル、担当セクタ、およびタイミング進みに関してＬＭＳが収集した情報を、
ハンドオーバー候補の決定に通常用いられる移動局が計ったビーコン電力測定値と組み合
わせて用いる。セル－ＩＤ、セクタ情報、およびタイミング進みを、近隣セル・ビーコン
からのＬＭＳ収集電力測定値（またはＵＭＴＳにおける経路損失測定値）に基づいた到達
電力差の計算と組み合わせることによって、ＷＬＳは潜在的に、セル－ＩＤまたはタイミ
ング進みおよびセルＩＤを用いる場合よりも精度高い位置を算出することができる。近隣
セルのジェオメトリ、ＲＦ環境、および測定したビーコン数のような因子は、ＥＣＩＤの
有用性を制限する可能性がある。
【０２２９】
　このジオフェンシングの応用では、アイドル状態の移動体を検出することはできないが
、当該区域に進入し（または存在し）ハンドオーバー手順が行われている待機中の移動体
に対して位置を推定することができる。移動体または加入者の特定は、このシステムでは
保証することはできないが、ＭＳＣ／ＶＬＲまたはＨＬＲのような非位置検出ノードに対
するインターフェースがあれば、必要なＭＴＳＩ－ＩＭＳＩ－ＭＳＩＤＮマッピングを提
供することができる。
【０２３０】
　図８Ｍにおいて、ＬＭＳには、無線ネットワーク・トランザクションに対するトリガが
予め設定されており、フィルタを用いて、転送したイベントをワイヤレス・位置検出シス
テムに限定する。セル７、８、および１５に対してジオフェンシング区域を規定するのは
、フィルタリングの使用である。
【０２３１】
ジオフェンシングの選択肢４
　　図８Ｎに図示するように、エービス・モニタ（ＬＭＳ）（あるいは基地局コントロー
ラ（ＢＳＣ）または無線ネットワーク・コントローラ（ＲＮＣ）に内蔵されている同様の
設備）を用いたジオフェンシングは、移動体ネットワーク・トランザクションのときにＬ
ＭＳをトリガするように設定することによって可能である。これらのネットワーク・トラ
ンザクションは、移動体発信、移動体着信、位置更新、ショート・メッセージ・サービス
発信、およびＳＭＳ着信、ならびにハンドオーバーおよび呼出応答のようなその他の制御
チャネル手順を含む。ゲートウェイ移動体位置検出センタ（ＧＭＬＣ）を含ませることに
より、システムはきっかけとなった移動体の位置を周期的に再検出することが可能になる
。また、ＧＭＬＣは、きっかけとなった移動体のＨＬＲによる調査に基づいて、アイデン
ティティ情報の収集も可能にする。
【０２３２】
　ＢＴＳおよびＢＳＣ間のリンクを監視することにより、ＬＭＳはこれらのイベントを検
出することができる。リンク選択監視によって、またはセルＩＤに基づいてトリガにフィ
ルタをかけることによって、セルまたはセクタのカバレッジ区域に基づく任意のジオフェ
ンシング区域を作成するために、ＬＭＳを用いることができる。次いで、ＬＭＳは、エー
ビス（またはＩｕｂ）リンク上で入手可能な情報を用いて、きっかけとなった移動体に対
して位置推定値を判定する。ＬＭＳが収集した情報を用いることによって、ワイヤレス位
置検出システム（ＷＬＳ）は、低精度のセル－ＩＤに基づく位置を算出することができる
。精度が最も低いＣＧＩまたはＣＩ方法では、担当セル・タワーまたは担当セクタの中心
の緯度および経度の単なる報告に過ぎない。更に精度を高めた位置推定値は、セル－ＩＤ
（ＧＳＭにおけるＣＧＩまたはＵＭＴＳにおけるＣＩ）およびタイミング進み（ＴＡ）（
１／２往復時間（ＲＴＴ）としてＵＭＴＳにおいても用いられる）の双方を用いて、計算
することができる。これらは、本来、移動体のアップリンク・メッセージングを同期させ
るために、ワイヤレス・システムが用いる。タイミング進みを距離に変換する（空気中に
おける光速と乗算する）ことにより、セル・タワーから移動体デバイスまでの距離の推定
値が得られる。
【０２３３】
　ＣＧＩ＋ＴＡ（またはＣＩ＋ＲＴＴ）位置検出技法を用いると、報告される位置は、時
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間進み測定値のタイミング粒度（ＧＭＳでは５５４メートル、ＵＭＴＳでは３９メートル
）によって形成される区域と、担当セルの二等分線との交点となる。無指向性単一セクタ
・セルの場合、ＣＧＩ＋ＴＡまたはＣＩ＋ＲＴＴ方法に対して報告される位置は、担当セ
ル・タワーの経度および緯度となる。
【０２３４】
　潜在的に最も精度が高いセルに基づく位置検出技法は、改良セルＩＤ（ＥＣＩＤ）と呼
ばれ、担当セル、担当セクタ、およびタイミング進みに関してＬＭＳが収集した情報を、
ハンドオーバー候補の決定に通常用いられる移動局が計ったビーコン電力測定値と組み合
わせて用いる。セル－ＩＤ、セクタ情報、およびタイミング進みを、近隣セル・ビーコン
からのＬＭＳ収集電力測定値（またはＵＭＴＳにおける経路損失測定値）に基づいた到達
電力差の計算と組み合わせることによって、ＷＬＳは潜在的に、セル－ＩＤまたはタイミ
ング進みおよびセルＩＤを用いる場合よりも精度高い位置を算出することができる。近隣
セルのジェオメトリ、ＲＦ環境、および測定したビーコン数のような因子は、ＥＣＩＤの
有用性を制限する可能性がある。
【０２３５】
　ＳＭＬＣによって、ＨＬＲに問い合わせてＬＭＳ検出移動体に関するアイデンティティ
情報を求めることをＧＭＬＣに課することができ、更に、移動体に無線インターフェース
を通じて呼出応答メッセージ・シーケンスを送信させるようにAny Time Interrogation（
ＡＴＩ）メッセージを移動体交換センタ（ＭＳＣ）に発行することもＧＭＬＣに課するこ
とができる。
【０２３６】
　このジオフェンシングの応用では、アイドル状態の移動体を検出することはできないが
、当該区域に進入し（または存在し）ハンドオーバー手順が行われている待機中の移動体
に対して位置を推定することができる。移動体または加入者の特定は、このシステムでは
保証することはできないが、ＭＳＣ／ＶＬＲまたはＨＬＲのような非位置検出ノードに対
するインターフェースがあれば、必要なＭＴＳＩ－ＩＭＳＩ－ＭＳＩＤＮマッピングを提
供することができる。
【０２３７】
　図８Ｎにおいて、ＬＭＳ監視セル１～２１には、無線ネットワーク・トランザクション
に対するトリガが予め設定されており、フィルタを用いて、転送したイベントをワイヤレ
ス位置検出システムに限定する。セル７、８、および１５に対してジオフェンシング区域
を規定するのは、フィルタリングの使用である。ＧＭＬＣを追加することにより、ＬＭＳ
カバレッジ区域（セル１～２１）におけるいずれの場所においても周期的な低精度位置検
出が可能となる。
【０２３８】
ジオフェンシングの選択肢５
　図８Ｏに図示するように、リンク監視システム（ＬＭＳ）（あるいは基地局コントロー
ラ（ＢＳＣ）または無線ネットワーク・コントローラ（ＲＮＣ）に内蔵されている同様の
設備）を用いた任意の地理的区域のジオフェンシングは、移動体ネットワーク・トランザ
クションのときにＬＭＳをトリガするように設定することによって可能である。これらの
ネットワーク・トランザクションは、移動体発信、移動体着信、位置更新、ショート・メ
ッセージ・サービス発信、およびＳＭＳ着信、ならびにハンドオーバーおよび呼出応答の
ようなその他の制御チャネル手順を含む。
【０２３９】
　基地局（ＢＴＳ）およびＢＳＣ間のリンクを監視することにより、ＬＭＳはこれらのイ
ベントを検出することができる。リンク選択監視によって、またはセルＩＤに基づいてト
リガにフィルタをかけることによって、セルまたはセクタのカバレッジ区域に基づく任意
のジオフェンシング区域を作成するために、ＬＭＳを用いることができる。ジオフェンシ
ング区域に対してＬＡＣを一意に設定することによって、そのジオフェンシング区域に進
入する各移動体によって生ずる位置更新に合わせてＬＭＳをトリガすることが可能となる
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。次いで、ＬＭＳは、エービス（またはＩｕｂ）リンク上で入手可能な情報を用いて、き
っかけとなった移動体に対して位置推定値を判定する。ＬＭＳが収集した情報を用いるこ
とによって、ワイヤレス位置検出システム（ＷＬＳ）は、低精度のセル－ＩＤに基づく位
置を算出することができる。
【０２４０】
　精度が最も低いＣＧＩまたはＣＩ方法では、担当セル・タワーまたは担当セクタの中心
の緯度および経度の単なる報告に過ぎない。更に精度を高めた位置推定値は、セル－ＩＤ
（ＧＳＭにおけるＣＧＩまたはＵＭＴＳにおけるＣＩ）およびタイミング進み（ＴＡ）（
１／２往復時間（ＲＴＴ）としてＵＭＴＳにおいても用いられる）の双方を用いて、計算
することができる。これらは、本来、移動体のアップリンク・メッセージングを同期させ
るために、ワイヤレス・システムが用いる。タイミング進みを距離に変換する（空気中に
おける光速と乗算する）ことにより、セル・タワーから移動体デバイスまでの距離の推定
値が得られる。
【０２４１】
　ＣＧＩ＋ＴＡ（またはＣＩ＋ＲＴＴ）位置検出技法を用いると、報告される位置は、時
間進み測定値のタイミング粒度（ＧＭＳでは５５４メートル、ＵＭＴＳでは３９メートル
）によって形成される区域と、担当セルの二等分線との交点となる。無指向性単一セクタ
・セルの場合、ＣＧＩ＋ＴＡまたはＣＩ＋ＲＴＴ方法に対して報告される位置は、担当セ
ル・タワーの経度および緯度となる。
【０２４２】
　潜在的に最も精度が高いセルに基づく位置検出技法は、改良セルＩＤ（ＥＣＩＤ）と呼
ばれ、担当セル、担当セクタ、およびタイミング進みに関してＬＭＳが収集した情報を、
ハンドオーバー候補の決定に通常用いられる移動局が計ったビーコン電力測定値と組み合
わせて用いる。セル－ＩＤ、セクタ情報、およびタイミング進みを、近隣セル・ビーコン
からのＬＭＳ収集電力測定値（またはＵＭＴＳにおける経路損失測定値）に基づいた到達
電力差の計算と組み合わせることによって、ＷＬＳは潜在的に、セル－ＩＤまたはタイミ
ング進みおよびセルＩＤを用いる場合よりも精度高い位置を算出することができる。近隣
セルのジェオメトリ、ＲＦ環境、および測定したビーコン数のような因子は、ＥＣＩＤの
有用性を制限する可能性がある。
【０２４３】
　ジオフェンシング区域に移動体が進入すると、ＬＡＣの変更によって、移動体に位置更
新手順を実行させる。位置更新手順の間に識別情報（ＩＭＳＩおよび通常はＩＭＥＩ）を
交換するので、ＬＭＳは位置推定値、ならびに移動体および加入者情報を有することにな
る。
【０２４４】
　このジオフェンシングの応用では、アイドル状態の移動体を検出することはできないが
、リンク監視システム（ＬＭＳ）が利用可能であれば、当該区域に進入し（または存在し
）ハンドオーバー手順が行われている待機中の移動体に対して位置を推定することができ
る。
【０２４５】
　図８Ｏにおいて、ＬＭＳ監視セル１～２１には、無線ネットワーク・トランザクション
に対するトリガが予め設定されており、フィルタを用いて、転送したイベントをワイヤレ
ス位置検出システムに限定する。加えて、セル７、１２および１５は、ブロードキャスト
制御チャネル（ＢＣＣＨ）上で局地的に一意の位置検出区域コードをブロードキャストす
るように設定されている。ジオフェンシング区域の広さ、形状、および境界を規定するの
はＬＡＣである。一旦ジオフェンシング区域内で検出されたなら、Ｉセル１～２１のいず
れにおいて送信するときでも、低精度で移動体の位置を検出することができる。
【０２４６】
ジオフェンシングの選択肢６
　図８Ｐに図示するように、地理的に分散した受信機（ＬＭＵ）、中央演算ノード（ＳＭ
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ＬＣ）、ならびにリンク監視システム（ＬＭＳ）およびゲートウェイ移動体位置検出セン
タ（ＧＭＬＣ）に基づいて、任意の地理的区域のジオフェンシングを高精度Ｕ－ＴＤＯＡ
システムと組み合わせることができる。
【０２４７】
　ＬＭＳ（あるいは同様のリンク監視システム（ＬＭＳ）（あるいは基地局コントローラ
（ＢＳＣ）または無線ネットワーク・コントローラ（ＲＮＣ）に内蔵されている同様の設
備）によって、ＬＭＳにおいて移動体ネットワーク・トランザクションに対してトリガを
設定することができる。これらのネットワーク・トランザクションは、移動体発信、移動
体着信、位置更新、ショート・メッセージ・サービス発信、およびＳＭＳ着信、ならびに
ハンドオーバーおよび呼出応答のようなその他の制御チャネル手順を含む。
【０２４８】
　基地局（ＢＴＳ）およびＢＳＣ間のリンクを監視することにより、ＬＭＳはこれらのイ
ベントを検出することができる。リンク選択監視によって、またはセルＩＤに基づいてト
リガにフィルタをかけることによって、セルまたはセクタのカバレッジ区域に基づく任意
のジオフェンシング区域を作成するために、ＬＭＳを用いることができる。ジオフェンシ
ング区域に対してＬＡＣを一意に設定することによって、そのジオフェンシング区域に進
入する各移動体によって生ずる位置更新に合わせてＬＭＳをトリガすることが可能となる
。次いで、ＬＭＳは、エービス（またはＩｕｂ）リンク上で入手可能な情報を用いて、き
っかけとなった移動体に対して位置推定値を判定する。ＬＭＳが収集した情報を用いるこ
とによって、ワイヤレス位置検出システム（ＷＬＳ）は、低精度のセル－ＩＤに基づく位
置を算出することができる。
【０２４９】
　精度が最も低いＣＧＩまたはＣＩ方法では、担当セル・タワーまたは担当セクターの中
心の緯度および経度の単なる報告に過ぎない。更に精度を高めた位置推定値は、セル－Ｉ
Ｄ（ＧＳＭにおけるＣＧＩまたはＵＭＴＳにおけるＣＩ）およびタイミング進み（ＴＡ）
（１／２往復時間（ＲＴＴ）としてＵＭＴＳにおいても用いられる）の双方を用いて、計
算することができる。これらは、本来、移動体のアップリンク・メッセージングを同期さ
せるために、ワイヤレス・システムが用いる。タイミング進みを距離に変換する（空気中
における光速と乗算する）ことにより、セル・タワーから移動体デバイスまでの距離の推
定値が得られる。
【０２５０】
　ＣＧＩ＋ＴＡ（またはＣＩ＋ＲＴＴ）位置検出技法を用いると、報告される位置は、時
間進み測定値のタイミング粒度（ＧＭＳでは５５４メートル、ＵＭＴＳでは３９メートル
）によって形成される区域と、担当セルの二等分線との交点となる。無指向性単一セクタ
・セルの場合、ＣＧＩ＋ＴＡまたはＣＩ＋ＲＴＴ方法に対して報告される位置は、担当セ
ル・タワーの経度および緯度となる。
【０２５１】
　潜在的に最も精度が高いセルに基づく位置検出技法は、改良セルＩＤ（ＥＣＩＤ）と呼
ばれ、担当セル、担当セクタ、およびタイミング進みに関してＬＭＳが収集した情報を、
ハンドオーバー候補の決定に通常用いられる移動局が計ったビーコン電力測定値と組み合
わせて用いる。セル－ＩＤ、セクタ情報、およびタイミング進みを、近隣セル・ビーコン
からのＬＭＳ収集電力測定値（またはＵＭＴＳにおける経路損失測定値）に基づいた到達
電力差の計算と組み合わせることによって、ＷＬＳは潜在的に、セル－ＩＤまたはタイミ
ング進みおよびセルＩＤを用いる場合よりも精度高い位置を算出することができる。近隣
セルのジェオメトリ、ＲＦ環境、および測定したビーコン数のような因子は、ＥＣＩＤの
有用性を制限する可能性がある。
【０２５２】
　また、ＬＭＳは監視したメッセージングからのＲＦチャネル情報を判定し、このような
情報をＳＭＬＣに配信することもできる。ＳＭＬＣは、きっかけとなった移動体から対象
信号に関するＴＤＯＡ情報を収集するように、ローカルＲＮＭに課し、高精度の位置検出
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となる。
【０２５３】
　ＳＭＬＣによって、ＨＬＲに問い合わせてＬＭＳ検出移動体に関するアイデンティティ
情報を求めることをＧＭＬＣに課することができ、更に、移動体に無線インターフェース
を通じて呼出応答メッセージ・シーケンスを送信させるようにAny Time Interrogation（
ＡＴＩ）メッセージを移動体交換センタ（ＭＳＣ）に発行することもＧＭＬＣに課するこ
とができる。この呼出応答は、一方、ＬＭＳに基づく低精度[ＣＧＩ、ＣＧＩ＋ＴＡ、ま
たはＥＣＩＤ]位置推定、またはＳＭＬＣおよび特殊化受信機（ＬＭＵまたはＳＣＳ）ネ
ットワークによって算出する高精度Ｕ－ＴＤＯＡ位置検出をトリガすることができる。
【０２５４】
　図８Ｐは、ＢＣＣＨを通じて局地的に一意の位置検出区域コード（ＬＡＣ）を送るよう
に設定されたセル７、１２および１５を示す。セル３、４、６、７、８、９、１０、１１
、１２、１３、１４、１５、１６、１８、１９には全て、ＲＮＭが装備されている。ＬＮ
Ｓは全てのセル１～２１に応対する。ジオフェンシング区域はＬＡＣ（セル７、１２、１
５）によって規定され、ジオフェンシング区域内にある移動体の位置を高精度に検出する
が、全てのセル１～２１に対する低精度の位置検出も引き続き可能である。ＧＭＬＣを追
加することによって、ジオフェンシング区域に一旦進入しこのジオフェンシング区域から
退出した移動体について今後の位置推定が可能になる。
【０２５５】
１０．緊急警報
　緊急警報位置検出に基づくアプリケーションは、米国ラジオおよびテレビジョン救急警
報システムと同様に、緊急の場合に移動体デバイスに対して、地理的に目標を定めたメッ
セージングを可能にする。本発明によるＲＮＭまたはＬＭＳを用いたＴＤＯＡおよびＡｏ
Ａシステムは、選択した区域における移動局の広域位置確認およびその後の高ボリューム
(high volume)高精度位置検出を行う装備がなされている。一旦移動体が対象区域におい
て検出されると、ＳＭＳメッセージング、ＭＭＳ、または記録した音声メッセージングを
用いて、目標とした母集団に警告し命令を与えることができる。
【０２５６】
　極度に広い区域で、高精度で正確な位置検出が不要な場合、または極度に大きな母集団
が影響を受けてこれらに警告する必要がある場合、ファインダ(finder)ワイヤレス位置検
出システムは、低精度のセル－ＩＤに基づく位置推定を用いて、影響を受けた母集団を発
見し警報することができる。
【０２５７】
１１．発呼側番号トリガ
　ＷＬＳは、番号を発呼した移動体に基づいて、その移動体の位置を検出することができ
る。この番号は、移動体、固定、局地、および国内またはいずれの長さの国際番号でも可
能である。ワイヤレス位置検出システムには、ＲＮＭまたはＬＭＳにおいて、いずれのダ
イアル数字トリガでも供給することができる。一旦トリガが供給されると、システムは、
指定した番号で発呼されたサービス区域におけるいずれの移動体の位置でも自動的に検出
する。
【０２５８】
　図９は、本発明による発呼側番号トリガを用いて移動体を検出するプロセスの一例のフ
ローチャートである。最初にステップ９１０において、対象のＭＳＩＳＤＮをシステムに
入力する。ステップ９１５において、全てのネットワーク・トランザクションを検出し、
発呼側番号のＭＳＩＳＤＮでフィルタをかけるようにＬＭＳを設定する。次いで、ステッ
プ９２０において、移動体はネットワーク・トランザクションを開始することができる。
すると、ＬＭＳはステップ９２５においてトランザクションを検出し、ステップ９３０に
おいてＭＳＩＤ、セル、および無線情報をトランザクション・メッセージングから収集し
、その情報をメモリに格納することができる。
【０２５９】
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　ＭＳＩＳＤＮがフィルタ値ＭＳＩＳＤＮと一致した場合、ステップ９３５において、Ｌ
ＭＳはＭＳＩＤ、セル、および無線情報をＷＬＳに転送することができる。次いで、ステ
ップ９４０において、ＷＬＳは高精度または低精度の位置検出を実行することができる。
次に、ＷＬＳはステップ９４５において位置を位置検出アプリケーションに送ることがで
きる。移動体がネットワーク・トランザクションを開始した後のいずれかの時点で、移動
体はステップ９５５においてトランザクションを完了する。ステップ９５０において、位
置検出アプリケーションは、ＷＬＳおよびＬＭＳから情報を受信し、更に評価するために
格納する。
【０２６０】
Ｅ．結論
　本発明の真の範囲は、ここに開示した、現時点における好適な実施形態例に限定される
のではない。例えば、前述のワイヤレス位置検出システムの開示では、ＬＭＵ、ＢＴＳ、
ＢＳＣ、ＳＭＬＣ等のような、説明用語が用いられているが、特許請求の範囲の保護範囲
を限定するように、またはそれ以外でもワイヤレス位置検出システムの発明の形態が、開
示した特定の方法および装置に限定されることを暗示するように解釈してはならない。更
に、当業者には言外であろうが、ここに開示した発明の形態は、その多くがＴＤＯＡ技法
に基づかない位置検出システムにも適用可能である。このような非ＴＤＯＡシステムでは
、ＴＤＯＡ計算を行うための前述のＳＭＬＣは、不要となる。同様に、本発明は、特定的
な構築としたＬＭＵを採用するシステムや、特定の種類の受信機、コンピュータ、信号プ
ロセッサを採用するシステムにも限定されることはない。ＬＭＵ、ＳＭＬＣ等は、本質的
にプログラム可能なデータ収集および処理デバイスであり、ここに開示した発明の概念か
ら逸脱することなく、種々の形態を取ることができる。ディジタル信号処理およびその他
の処理機能のコストが急激に低下していることを考えると、本システムの発明をなす動作
を変更することなく、例えば、特定の機能のための処理を、ここで記載した機能要素（Ｓ
ＭＬＣのような）の１つから他の機能要素（ＬＭＵのような）に移転することも容易に可
能である。多くの場合、ここに記載した実現例（即ち、機能要素）の場所は、単に設計者
の好みであり、ハードの要件ではない。したがって、明示的に限定することとした場合を
除いて、特許請求の範囲の保護範囲は、前述の具体的な実施形態には限定されないものと
する。
【０２６１】
　加えて、本明細書における制御チャネルまたは音声チャネルに対するいずれの引用も、
特定のエア・インターフェースに好ましい用語が何であっても、全ての種類の制御または
音声チャネルに言及するものとする。更に、世界中では更に多くの種類のエア・インター
フェース（例えば、ＩＳ－９５、ＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、およびＵＭＴＳ　ＷＣＤ
ＭＡ）が用いられており、逆のことが示されない限り、いずれのエア・インターフェース
であっても、本明細書において記載した発明概念から除外する意図はない。実際、いずれ
の場所において用いられている他のインターフェースも、前述のインターフェースと同様
のクラスであることを、当業者であれば認めるはずである。
【図面の簡単な説明】
【０２６２】
【図１】図１は、本発明によるＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮネットワーク参照のためのアーキ
テクチャ例を示す。
【図１Ａ】図１Ａは、本発明によるセル全域に対するＣＧＩ／ＣＩ位置検出を示す。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明による区分けセルに対するＣＧＩ／ＣＩ位置検出を示す。
【図１Ｃ】図１Ｃは、本発明によるセル全域に対するＣＧＩ＋ＴＡ位置検出を示す。
【図１Ｄ】図１Ｄは、本発明による区分けセルに対するＣＧＩ＋ＴＡ位置検出を示す。
【図１Ｅ】図１Ｅは、本発明による区分けセルにおける改良セルＩＤ（ＥＣＤＩ）を格子
マッピングと共に示す。
【図２】図２は、本発明にしたがって移動局のＩＭＥＩをＭＳＣが得るための方法の一例
を示す。
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【図３Ａ】図３Ａは、本発明にしたがってＬＭＳが移動局のアイデンティティを判定する
方法の一例を示す。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本発明によるＳＭＳ発信トリガの方法の一例を示す。
【図３Ｃ】図３Ｃは、本発明によるＳＭＳ着信トリガの方法の一例を示す。
【図３Ｄ】図３Ｅは、本発明による移動体発信トリガの方法の一例を示す。
【図３Ｅ】図３Ｄは、本発明による移動体着信トリガの方法の一例を示す。
【図４】図４は、本発明による数字ダイアルトリガ方法の一例を示す。
【図５Ａ】図５Ａは、本発明によるＭＳＩＤトリガ方法の一例を示す。
【図５Ｂ】図５Ｂは、本発明による常時質問（ＡＴＩ）の使用方法の一例を示す。
【図５Ｃ】図５Ｃは、本発明によるＳＭＳピング使用方法の一例を示す。
【図６】図６は、本発明によるセル位置検出履歴の使用方法の一例を示す。
【図７】図７は、本発明によるセルＩＤトリガの使用方法の一例を示す。
【図８Ａ】図８Ａは、本発明による、位置および時間に基づく移動体検出方法の一例を示
す。
【図８Ｂ】図８Ｂは、本発明によるスマート近接位置検出方法の一例を示す。
【図８Ｃ】図８Ｃは、本発明によるスマート近接位置検出方法の一例を示す。
【図８Ｄ】図８Ｄは、本発明によるスマート近接位置検出方法の一例を示す。
【図８Ｅ】図８Ｅは、本発明による位置検出区域確認コードを示す。
【図８Ｆ】図８Ｆは、本発明にしたがって静的ＬＡＣによってアイドル移動体を検出する
プロセスの一例のフローチャートである。
【図８Ｇ】図８Ｇは、本発明にしたがってハンドオーバー中に移動体を検出するプロセス
の一例のフローチャートである。
【図８Ｉ】図８Ｉは、本発明にしたがって、近接検出を用いて移動体を検出するプロセス
の一例のフローチャートである。
【図８Ｊ】図８Ｊは、本発明にしたがって、ジオフェンシング(geo-fencing)を用いて移
動体を動的に検出するプロセスの一例のフローチャートである。
【図８Ｋ】図８Ｋは、本発明によるセル構成の一例を示す。
【図８Ｌ】図８Ｌは、本発明によるセル構成の一例を示す。
【図８Ｍ】図８Ｍは、本発明によるセル構成の一例を示す。
【図８Ｎ】図８Ｎは、本発明によるセル構成の一例を示す。
【図８Ｏ】図８Ｏは、本発明によるセル構成の一例を示す。
【図８Ｐ】図８Ｐは、本発明によるセル構成の一例を示す。
【図９】図９は、本発明にしたがって、発呼番号トリガを用いて移動体を検出するプロセ
スの一例のフローチャートである。
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(60) JP 2008-544608 A 2008.12.4

【図３Ｂ】 【図３Ｃ】

【図３Ｄ】 【図３Ｅ】



(61) JP 2008-544608 A 2008.12.4

【図４】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図５Ｃ】



(62) JP 2008-544608 A 2008.12.4

【図６】 【図７】

【図８Ａ】 【図８Ｂ】



(63) JP 2008-544608 A 2008.12.4
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