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(57)【要約】
　位置データに加えて、通信ネットワーク（１０）によ
りサービス提供されるユーザ端末（１２）内の追加的な
測位データを収集するためのシステム、コンピュータソ
フトウェア及び方法である。当該方法は、上記ユーザ端
末（１２）内でメッセージを生成することにより、上記
ユーザ端末（１２）の物理的位置の決定の基礎とされる
情報を含む上記測位データの収集を開始するステップと
；上記ユーザ端末（１２）により、上記メッセージに応
じて、上記ユーザ端末（１２）の上記物理的位置に関連
する少なくとも１つのパラメータを測定するステップと
；上記ユーザ端末（１２）内で、上記少なくとも１つの
パラメータを含む測定報告を生成するステップと；上記
ユーザ端末（１２）内で、上記ユーザ端末（１２）によ
り生成される上記メッセージに応じて生成された１つ以
上の測定報告を選択するステップと；選択された上記１
つ以上の測定報告を上記ユーザ端末（１２）内のインタ
フェース（３８）にレポートするステップと；上記イン
タフェース（３８）から、レポートされた上記１つ以上
の測定報告を、外部サーバ（６０）へ又は上記通信ネッ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置データに加えて、通信ネットワーク（１０）によりサービス提供されるユーザ端末
（１２）内の追加的な測位データを収集するための方法であって、
　前記ユーザ端末（１２）内でメッセージを生成することにより、前記ユーザ端末（１２
）の物理的位置の決定の基礎とされる情報を含む前記追加的な測位データの収集を開始す
るステップと；
　前記ユーザ端末（１２）により、前記メッセージに応じて、前記ユーザ端末（１２）の
前記物理的位置に関連する少なくとも１つのパラメータを測定するステップと；
　前記ユーザ端末（１２）内で、前記少なくとも１つのパラメータを含む測定報告を生成
するステップと；
　前記ユーザ端末（１２）内で、前記ユーザ端末（１２）により生成される前記メッセー
ジに応じて生成された１つ以上の測定報告を選択するステップと；
　選択された前記１つ以上の測定報告を前記ユーザ端末（１２）内のインタフェース（３
８）にレポートするステップと；
　前記インタフェース（３８）から、レポートされた前記１つ以上の測定報告を、外部サ
ーバ（６０）へ又は前記通信ネットワーク（１０）へ送信するステップと；
　を含む方法。
【請求項２】
　前記開始するステップは：
　生成モジュール又は前記ユーザ端末の前記インタフェース内で生成される前記メッセー
ジを、前記通信ネットワークから前記ユーザ端末により受信されるメッセージのストリー
ム内に挿入すること、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記開始するステップは：
　前記外部サーバ又は前記通信ネットワークから受信されるいかなるメッセージからも独
立した前記メッセージを生成すること、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記方法は：
　前記ユーザ端末により、前記通信ネットワークからの要求に応じて、前記ユーザ端末の
前記物理的位置に関連する他のパラメータを測定するステップ、
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記レポートするステップは：
　前記インタフェースのみに、前記メッセージに応じて生成される前記１つ以上の測定結
果をレポートすることと；
　前記通信ネットワークのみに、前記他のパラメータの測定結果をレポートすることと；
　を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記他のパラメータは、セルＩＤ、前記ユーザ端末によりセルから受信されるブロード
キャスト情報、受信信号の量子化された経路損失、信号強度、量子化された雑音上昇、無
線接続情報、及び量子化された時間、の１つである、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのパラメータは、ＳＦＮ－ＳＦＮタイプ１若しくは２測定結果、Ｅ
－ＯＴＤ測定結果、又は無線アクセス技術間測定結果に関連する、請求項１に記載の方法
。
【請求項８】
　前記方法は：
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　フィンガプリントによる位置のデータベースを構築するために前記外部サーバ又は前記
通信ネットワークに情報を提供するステップ、をさらに含み、
　提供される前記情報は、補助付きグローバル測位情報を含む前記位置データ及び前記少
なくとも１つのパラメータに基づいて組み立てられ、
　前記位置データ及び前記少なくとも１つのパラメータは、同時に測定され、前記外部サ
ーバ又は通信ネットワークへ共に送信される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記方法は：
　前記サーバ内で、前記ユーザ端末から送信される前記追加的な測位データのみに基づい
て、前記ユーザ端末の前記物理的位置を決定するステップ、
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記方法は：
　既存のユーザ端末に、当該ユーザ端末に新たなハードウェアコンポーネントを追加する
ことなく、請求項１に記載の前記ステップ群を実装すること、
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記方法は：
　前記ユーザ端末内で生成される前記メッセージの受信の際、及び前記無線通信ネットワ
ークからのメッセージの受信の際に、前記少なくとも１つのパラメータを測定するステッ
プ、
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　位置データに加えて、追加的な測位データを収集するよう構成されるユーザ端末（１２
）であって、
　前記ユーザ端末（１２）は、通信ネットワーク（１０）によりサービス提供され、
　前記ユーザ端末（１２）は、
　　メッセージを生成することにより、前記ユーザ端末（１２）の物理的位置の決定の基
礎とされる情報を含む前記追加的な測位データの収集を開始し、
　　前記メッセージに応じて、前記ユーザ端末（１２）の前記物理的位置に関連する少な
くとも１つのパラメータの測定を測定部（３４）に指示し、
　　前記少なくとも１つのパラメータを含む測定報告を生成し、
　　前記ユーザ端末（１２）により生成される前記メッセージに応じて生成された１つ以
上の測定報告の選択を選択部（６２）に指示し、
　　選択された前記１つ以上の測定報告を前記ユーザ端末（１２）内のインタフェース（
３８）にレポートする、
　よう構成されるプロセッサ（８０）と、
　前記プロセッサに接続され、レポートされた前記１つ以上の測定報告を、外部サーバ（
６０）へ又は前記通信ネットワーク（１０）へ送信するよう構成される送受信機（２８）
と、
　を備えるユーザ端末。
【請求項１３】
　前記ユーザ端末は：
　前記メッセージを生成して、前記通信ネットワークから前記ユーザ端末により受信され
るメッセージのストリーム内に挿入するよう構成される生成部、
　をさらに備える、請求項１２に記載のユーザ端末。
【請求項１４】
　前記インタフェースは、前記メッセージを生成して、前記通信ネットワークから前記ユ
ーザ端末により受信されるメッセージのストリーム内に挿入するよう構成される、請求項
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１２に記載のユーザ端末。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、前記通信ネットワークからの要求に応じて、前記ユーザ端末の前記
物理的位置に関連する他のパラメータの測定を前記測定部に指示するようさらに構成され
る、請求項１２に記載のユーザ端末。
【請求項１６】
　前記メッセージは、前記外部サーバ又は前記通信ネットワークから受信されるいかなる
メッセージからも独立して生成される、請求項１２に記載のユーザ端末。
【請求項１７】
　前記プロセッサは：
　前記インタフェースのみに、前記メッセージに応じて生成される前記１つ以上の測定結
果をレポートし；及び
　前記通信ネットワークのみに、前記他のパラメータの測定結果をレポートする；
　ようさらに構成される、請求項１５に記載のユーザ端末。
【請求項１８】
　前記他のパラメータは、セルＩＤ、前記ユーザ端末によりセルから受信されるブロード
キャスト情報、受信信号の量子化された経路損失、信号強度、量子化された雑音上昇、無
線接続情報、及び量子化された時間、の１つである、請求項１５に記載のユーザ端末。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのパラメータは、ＳＦＮ－ＳＦＮタイプ１及び／若しくは２測定結
果、Ｅ－ＯＴＤ測定結果、又は無線アクセス技術間測定結果に関連する、請求項１２に記
載のユーザ端末。
【請求項２０】
　前記送受信機は、フィンガプリントによる位置のデータベースを構築するために前記外
部サーバ又は前記通信ネットワークに情報を提供するようさらに構成され、
　提供される前記情報は、補助付きグローバル測位情報を含む前記位置データ及び前記少
なくとも１つのパラメータに基づいて組み立てられ、
　前記位置データ及び前記少なくとも１つのパラメータは、同時に測定され、前記外部サ
ーバ又は通信ネットワークへ共に送信される、
　請求項１２に記載のユーザ端末。
【請求項２１】
　前記サーバは、前記ユーザ端末から送信される前記追加的な測位データのみに基づいて
、前記ユーザ端末の前記物理的位置を決定する、請求項１２に記載のユーザ端末。
【請求項２２】
　前記測定部は、前記ユーザ端末内で生成される前記メッセージの受信の際、及び前記通
信ネットワークからのメッセージの受信の際に、前記少なくとも１つのパラメータを測定
するよう構成される、請求項１２に記載のユーザ端末。
【請求項２３】
　命令を記憶するためのコンピュータにより読取可能な媒体であって、
　前記命令は、プロセッサ（８０）により実行された場合に、前記プロセッサ（８０）に
、位置データに加えて、通信ネットワーク（１０）によりサービス提供されるユーザ端末
（１２）内の追加的な測位データを収集させ、
　前記命令は、
　前記ユーザ端末（１２）内でメッセージを生成することにより、前記ユーザ端末（１２
）の物理的位置の決定の基礎とされる情報を含む前記追加的な測位データの収集を開始す
る命令と；
　前記ユーザ端末（１２）により、前記メッセージに応じて、前記ユーザ端末（１２）の
前記物理的位置に関連する少なくとも１つのパラメータを測定する命令と；
　前記ユーザ端末（１２）内で、前記少なくとも１つのパラメータを含む測定報告を生成
する命令と；
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　前記ユーザ端末（１２）内で前記メッセージに応じて前記ユーザ端末（１２）により生
成された１つ以上の測定報告を選択する命令と；
　前記ユーザ端末（１２）内で、前記ユーザ端末（１２）により生成される前記メッセー
ジに応じて生成された１つ以上の測定報告を選択する命令と；
　選択された前記１つ以上の測定報告を前記ユーザ端末（１２）内のインタフェース（３
８）にレポートする命令と；
　前記インタフェース（３８）から、レポートされた前記１つ以上の測定報告を、外部サ
ーバ（６０）へ又は前記通信ネットワーク（１０）へ送信する命令と；
　を含む、コンピュータにより読取可能な媒体。
【請求項２４】
　前記開始する命令は：
　生成モジュール又は前記ユーザ端末の前記インタフェース内で生成される前記メッセー
ジを、前記通信ネットワークから前記ユーザ端末により受信されるメッセージのストリー
ム内に挿入する命令、
　を含む、請求項２３に記載の媒体。
【請求項２５】
　前記開始する命令は：
　前記外部サーバ又は前記通信ネットワークから受信されるいかなるメッセージからも独
立した前記メッセージを生成する命令、
　を含む、請求項２３に記載の媒体。
【請求項２６】
　前記ユーザ端末により、前記通信ネットワークからの要求に応じて、前記ユーザ端末の
前記物理的位置に関連する他のパラメータを測定する命令、
　をさらに含む、請求項２３に記載の媒体。
【請求項２７】
　前記レポートする命令は：
　前記インタフェースのみに、前記メッセージに応じて生成される前記１つ以上の測定結
果をレポートする命令と；
　前記通信ネットワークのみに、前記他のパラメータの測定結果をレポートする命令と；
　を含む、請求項２６に記載の媒体。
【請求項２８】
　前記他のパラメータは、セルＩＤ、前記ユーザ端末によりセルから受信されるブロード
キャスト情報、受信信号の量子化された経路損失、信号強度、量子化された雑音上昇、無
線接続情報、及び量子化された時間、の１つである、請求項２６に記載の媒体。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つのパラメータは、ＳＦＮ－ＳＦＮタイプ１若しくは２測定結果、Ｅ
－ＯＴＤ測定結果、又は無線アクセス技術間測定結果に関連する、請求項２３に記載の媒
体。
【請求項３０】
　フィンガプリントによる位置のデータベースを構築するために前記外部サーバ又は前記
通信ネットワークに情報を提供する命令、をさらに含み、
　提供される前記情報は、補助付きグローバル測位情報を含む前記位置データ及び前記少
なくとも１つのパラメータに基づいて組み立てられ、
　前記位置データ及び前記少なくとも１つのパラメータは、同時に測定され、前記外部サ
ーバ又は通信ネットワークへ共に送信される、
　請求項２３に記載の媒体。
【請求項３１】
　前記サーバ内で、前記ユーザ端末から送信される前記追加的な測位データのみに基づい
て、前記ユーザ端末の前記物理的位置を決定する命令、をさらに含む、請求項２３に記載
の媒体。
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【請求項３２】
　前記ユーザ端末内で生成される前記メッセージの受信の際、及び前記無線通信ネットワ
ークからのメッセージの受信の際に、前記少なくとも１つのパラメータを測定する命令、
をさらに含む、請求項２３に記載の媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願］
　本出願は、２００８年１月２８日に提出されたＴ．Ｗｉｇｒｅｎらによる“Measuremen
t　Systems　and　Methods　for　Fingerprinting　Positioning”という名称の米国仮特
許出願第６１／０２３，９８４号に関連し、同出願からの優先権を主張する。その全ての
開示は、参照によりここに取り入れられる。
【０００２】
　本出願は、一般に、通信システム、ユーザ端末及び方法に関し、より具体的には、そこ
に関連付けられる測位技術、サービス、装置及びソフトウェアに関する。
【背景技術】
【０００３】
　モバイルハンドセット及びモバイルハンドセット上のサービス（モバイルハンドセット
は、例えばＰＣ、ラップトップ又は車両機器（vehicles）などにおける組込み装置として
も言及される）は、最近の１０年の間に急速な発展を遂げた。３ＧＰＰがＧＳＭ、並びに
１９８０年代の終盤及び１９９０年代の間のその後の３Ｇを標準化した際、回線交換型の
テレフォニー及びその後のショートメッセージサービス（ＳＭＳ）は、利用可能なまさに
唯一のサービスであった。その頃から、モバイルハンドセット及びネットワークは発展し
、ＴＶ及び双方向マルチメディアのために十分広い帯域を提供するネットワークに接続さ
れ、ローカルアプリケーション及びブラウザベースのサービスの双方を実行することが可
能な、強力な装置が生成された。増加する帯域、及びマルチメディアサービスにとって適
当な技術プラットフォームとトランスポート技術とを提供することのニーズによって、例
えば基礎的技術としてインターネットプロトコル（ＩＰ）を用いる、パケット交換型のネ
ットワークは、モバイルサービスのための支配的なプラットフォームとなりつつある。通
信業界における大部分の関係者によりこのトレンドがサポートされている理由は数多く存
在する。１つの理由は、サードパーティがそうしたシステムのためのアプリケーションの
開発を始めるであろうという点である。ちょうどインターネットのケースにおいてそうで
あるように、これは、次世代の技術の期待される成功に向けての鍵となるであろう。他の
理由は、機能の実装がより安価となる技術プラットフォームをＩＰが提供するという点で
ある。これは、ＩＴ産業によっても使用される技術が従来のテレコム技術より安価である
ように、大部分がスケールにおける経済性に起因する。
【０００４】
　最近の１０年程度にわたって大きな成長を遂げたモバイルシステム及び装置の他の側面
は、例えば、携帯電話の現在のロケーションを決定するためのサービス並びに関連する技
術及びメカニズムなどの、測位（positioning）又はロケーションベースのサービスであ
る。測位技術及びサービスは、まずは、例えば、緊急時（例えばＥ９１１など）サービス
をサポートするために導入され、将来には他の目的のために使用されるであろう。
【０００５】
　フィンガプリンティング測位アルゴリズムは、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）を
カバーする微細座標グリッド（fine　coordinate　grid）の各々の位置について無線フィ
ンガプリントを生成することにより動作する。フィンガプリントは、例えば、次のものを
含んでよい。即ち、（１）端末が接続している現在の公衆陸上移動体ネットワーク（ＰＬ
ＭＮｓ：public　land　mobile　networks）以外の、他のＰＬＭＮに属する検出されたセ
ルＩＤを含む、各グリッドポイントについて端末（例えば、携帯電話）により検出される
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セルＩＤ、（２）基地局からブロードキャストされるセル情報、（３）量子化された経路
損失、又は、グリッドポイントの少なくともサブセットにおける、端末により実行される
複数の無線基地局（ＲＢＳｓ：Radio　Base　Stations）についての信号強度測定結果、
（４）各グリッドポイントにおける量子化されたラウンドトリップ時間（広帯域符号分割
多重アクセス（ＷＣＤＭＡ）におけるＲＴＴ）、又は、各グリッドポイントにおけるタイ
ミングアドバンス（ＧＳＭにおけるＴＡ）、（５）各グリッドポイントにおける、ＣＤＭ
Ａシステムの負荷を表す量子化されたノイズ上昇（noise　rise）、（６）無線アクセス
ベアラ（ＲＡＢ：radio　access　bearer）などの無線接続情報、（７）量子化された時
間、である。位置要求がフィンガプリンティング測位機能に届く度に、これら情報を用い
て、まず無線フィンガプリントが測定され、その後対応するグリッドポイントがルックア
ップされ、報告される。必然的に、報告されるべきポイントは一意であるべきであり、そ
うでなければ特別な手続を適用することが必要とされる。
【０００６】
　フィンガプリント位置は、複数の手法により生成され得る。例えば、第１の手段は、Ｒ
ＡＮの全ての座標グリッドポイントについて繰り返しフィンガプリンティング無線測定を
実行する、広域サーベイ動作を実行することである。このアプローチの欠点は、次の通り
である：即ち、（１）小さいセルラーネットワークについてさえ、要求されるサーベイが
相当量になる、（２）少なくともいくつかの瞬間において（例えば、信号強度及び経路損
失と関連付けられる瞬間）、無線フィンガプリントは端末の向きに敏感になり、これは手
持ちの端末にとって事実として特に厄介である。微細なグリッドにとって、フィンガプリ
ントによる位置の精度は、従って、より不確かなものとなる。不幸なことに、報告される
地理的形状の精度に、これは滅多に反映されない。
【０００７】
　例えば、適応向上セルＩＤ測位（ＡＥＣＩＤ：Adaptive　Enhanced　Cell　IDentity）
などにおいて適用される他の手法は、微細グリッドを有利な条件（opportunity）の高精
度位置測定結果により置き換え、それらポイントについてフィンガプリンティング無線測
定を提供することである。これは、最初に説明したフィンガプリンティング技術の欠陥を
回避するが、一方で、有利な条件の高精度位置測定結果のクラスタリングのためのアルゴ
リズムを定義すること、及び、クラスタの地理的記述（geographical　descriptions）の
計算のためのアルゴリズムを定義することを要する。一例としてのＡＥＣＩＤ技術及びメ
カニズムについてのさらなる詳細は、以下に提供される。即ち、Ｔ．Ｗｉｇｒｅｎにより
記述された“Adaptive　Enhanced　Cell　Identity　Positioning”という名称の特許出
願第ＰＣＴ／ＳＥ２００５／００１４８５号、及び“Path　Loss　Polygon　Positioning
”という名称の特許出願第ＰＣＴ／ＳＥ２００６／０００１３２号である。その開示は、
参照によりここに取り入れられ、これら技術を十分に説明している。
【０００８】
　近年、いくつかのサービスプロバイダ、例えばＧｏｏｇｌｅは、従来のセルラー測位方
法に対する代替手段を開始した。彼らのアプローチは、セルフォン内のアプリケーション
についての標準化されたインタフェース（例えば、Java　Micro　edition、Symbian、Lin
ux、及びWindows　for　Mobile）に基づいている。これらインタフェースは、他の目的の
ために携帯電話又は端末内で利用可能な、セルデータ、隣接セルリスト、及び基本的な測
定結果の情報にアクセスすることを可能とする。この代替手段は、典型的にはＧＰＳ又は
Ａ－ＧＰＳ（Assisted　GPS）データを使用する参照位置を取得する手段にさらに基づく
。これは、そうした特徴が十分な数の電話において利用可能であることを前提としている
。基本的には、ＧＰＳ（又はＡ－ＧＰＳ）測位が実行される際、例えばサービスプロバイ
ダにより所有され及び運用されるサーバに利用可能な位置関連情報を報告するために、上
記インタフェースは活用される。そのように取得されるＧＰＳ位置は、ソフトウェアイン
タフェースを介して関連付けられる利用可能な情報と共に、サービスプロバイダが、例え
ば、そのサーバ内で情報のビット間の相関を計算することで、グローバルに有効かつ正確
な位置によりタグ付けされたセルＩＤ／ネットワークＩＤのグローバルに有効なマッピン
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グを構築することを可能とする。さらに、対応する隣接セルのリレーションを構成するこ
とができる。
【０００９】
　しかしながら、現在の技術は、端末装置内で利用可能な情報、即ち、ＲＮＡの要求にお
いて端末装置により収集された情報に限定され、また、過去に取得された情報、即ち、陳
腐となっている可能性のある情報に限定される。
【００１０】
　そこで、サービスプロバイダにより制御される上述したような端末装置内のインタフェ
ースを使用する測位技術、システム及び方法にとって、追加的な測位関連情報を取得し使
用することは有益であろう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　例示的な一実施形態によれば、位置データに加えて、通信ネットワークによりサービス
提供されるユーザ端末内の追加的な測位データを収集するための方法が提供される。上記
方法は、上記ユーザ端末内でメッセージを生成することにより、上記ユーザ端末の物理的
位置の決定の基礎とされる情報を含む上記追加的な測位データの収集を開始するステップ
と；上記ユーザ端末により、上記メッセージに応じて、上記ユーザ端末の上記物理的位置
に関連する少なくとも１つのパラメータを測定するステップと；上記ユーザ端末内で、上
記少なくとも１つのパラメータを含む測定報告（measurement　report）を生成するステ
ップと；上記ユーザ端末内で、上記ユーザ端末により生成される上記メッセージに応じて
生成された１つ以上の測定報告を選択するステップと；選択された上記１つ以上の測定報
告を上記ユーザ端末内のインタフェースにレポートするステップと；上記インタフェース
から、レポートされた上記１つ以上の測定報告を、外部サーバへ又は上記通信ネットワー
クへ送信するステップと；を含む。
【００１２】
　ユーザ端末は、位置データに加えて、追加的な測位データを収集するよう構成される。
上記ユーザ端末は、通信ネットワークによりサービス提供される。上記ユーザ端末は、メ
ッセージを生成することにより、上記ユーザ端末の物理的位置の決定の基礎とされる情報
を含む上記追加的な測位データの収集を開始し、上記メッセージに応じて、上記ユーザ端
末の上記物理的位置に関連する少なくとも１つのパラメータの測定を測定部に指示し、上
記少なくとも１つのパラメータを含む測定報告を生成し、上記ユーザ端末により生成され
る上記メッセージに応じて生成された１つ以上の測定報告の選択を選択部に指示し、選択
された上記１つ以上の測定報告を上記ユーザ端末内のインタフェースにレポートする、よ
う構成されるプロセッサ、を備える。また、上記ユーザ端末は、上記プロセッサに接続さ
れ、レポートされた上記１つ以上の測定報告を、外部サーバへ又は上記通信ネットワーク
へ送信するよう構成される送受信機、を備える。
【００１３】
　さらに別の例示的な実施形態によれば、命令を記憶するためのコンピュータにより読取
可能な媒体が提供される。当該命令は、プロセッサにより実行された場合に、上記プロセ
ッサに、位置データに加えて、通信ネットワークによりサービス提供されるユーザ端末内
の追加的な測位データを収集させる。上記命令は、上記ユーザ端末内でメッセージを生成
することにより、上記ユーザ端末の物理的位置の決定の基礎とされる情報を含む上記追加
的な測位データの収集を開始することと；上記ユーザ端末により、上記メッセージに応じ
て、上記ユーザ端末の上記物理的位置に関連する少なくとも１つのパラメータを測定する
ことと；上記ユーザ端末内で、上記少なくとも１つのパラメータを含む測定報告を生成す
ることと；上記ユーザ端末内で上記メッセージに応じて上記ユーザ端末により生成された
１つ以上の測定報告を選択することと；上記ユーザ端末内で、上記ユーザ端末により生成
される上記メッセージに応じて生成された１つ以上の測定報告を選択することと；選択さ
れた上記１つ以上の測定報告を上記ユーザ端末内のインタフェースにレポートすることと
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；上記インタフェースから、レポートされた上記１つ以上の測定報告を、外部サーバへ又
は上記通信ネットワークへ送信することと；を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　添付図面は、例示的な実施形態を示している。
【００１５】
【図１】通信ネットワークを示している。
【図２】適応向上セルＩＤ測位に従って実行されるステップを示している。
【図３】Ａ－ＧＰＳを使用する通信ネットワークを示している。
【図４】一例としての実施形態に従ってフィンガプリンティングデータを決定するために
実行されるステップを示すフローチャートである。
【図５】ユーザ端末の外部及び内部からのメッセージが一例としての実施形態に従ってど
のように扱われるかを示す概略図である。
【図６】ユーザ端末内で受信メッセージに応じて実行される測定が一例としての実施形態
に従ってどのように扱われるかを示す概略図である。
【図７】一例としての実施形態に係るユーザ端末のインタフェースの概略図である。
【図８】ユーザ端末の概略図である。
【図９】一例としての実施形態に従って測位データを収集するためのステップを示すフロ
ーチャートである。
【図１０】ユーザ端末の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に、添付図面を参照しながら、例示的な実施形態について詳細に説明する。異なる
図面における同一の参照番号は、同一の又は類似する要素を識別する。また、以下の詳細
な説明は、本発明を限定するものではない。その代わりに、本発明の範囲は、添付の特許
請求の範囲により定義される。
【００１７】
　本明細書を通しての「１つの例示的な実施形態」又は「例示的な実施形態」との言及は
、ある実施形態に関連して説明される特有の特徴、構造又は特性が、本発明の少なくとも
１つの実施形態に含まれることを意味する。そのため、本明細書を通した様々な場所での
「１つの実施形態において」又は「一実施形態において」というフレーズの出現は、必ず
しも同じ実施形態に言及するものではない。さらに、その特有の特徴、構造又は特性は、
１つ以上の実施形態におけるいかなる適切な形でも組み合わせられてよい。
【００１８】
　上述したように、複数のＲＢＳについての信号強度などの測定結果に関連するセルＩＤ
及び位置へのアクセスを有する、例えば、Java　Micro　edition、Symbian、Linux、及び
Windows　for　Mobileインタフェースなどのセルラーフォンにおける様々なインタフェー
スを利用することが可能である。当該情報と、例えばＡ－ＧＰＳからの、高精度位置測定
結果との相関を計算することで、セルラーネットワークのグローバルマップを生成するこ
とが可能となる。そのマップは、例えば広告などの様々な測位の目的にとって有益である
。図１における例示的な実施形態において、ユーザ端末１２及び通信ネットワーク１４を
含むシステム１０内で、端末装置１２からサーバ１６へ当該情報とＡ－ＧＰＳ位置とをシ
グナリングし、及びサーバ１６内で受信された当該情報の相関計算を実行することにより
、これは実行され得る。
【００１９】
　より具体的には、図１に示したシステム１０は、コアネットワーク（ＣＮ）１８及びＲ
ＮＣコントロール２０を含み得る。ＲＮＣコントロール２０は、ステップ１において、ユ
ーザ端末１２のインタフェースを制御し、測位情報の測定を開始する。ユーザ端末１２は
、ＲＮＣ２０から受信される命令に応じて、ステップ２において、要求された測定の実行
を開始する。そして、ユーザ端末１２は、ステップ３において、ＲＮＣコントロール２０
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に測定結果のレポートを返す。ＲＮＣコントロール２０は、当該情報を使用してユーザ端
末の位置を検出してもよく、又は通信ネットワーク１４の一部であるサーバ１６へ当該情
報を転送して当該動作をさせてもよい。その代わりに、当該動作は、やはりＲＮＣ２０の
制御下にあるユーザ端末１２において実行されてもよく、その場合、それらの相関がサー
バ１６又は２０へレポートされる。
【００２０】
　一方、セルラーフォン（又は他の種類のモバイル装置）において利用可能であり、及び
これら例示的な実施形態に係る拡張されたバージョンのインタフェースによって測位目的
で活用することのできる、追加的な位置関連情報、即ち、セルＩＤ、信号強度及びタイミ
ングアドバンス（ＴＡ）情報以外の情報も存在する。
【００２１】
　例示的な実施形態によれば、そうした追加的な位置関連情報は、例えば、ＷＣＤＭＡ共
通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ）のパイロットチャネル上での、ＳＦＮ－ＳＦＮ（Sy
stem　Frame　Number）タイプ１及び／又は２の測定結果を含む。これら測定のタイプの
議論については、Ｔ．ＷｉｇｒｅｎによるＰＣＴ／ＳＥ２００５／００１４８５号“Adap
tive　Enhanced　Cell　Identity　Positioning”及びＰＣＴ／ＳＥ２００６／０００１
３２号“Path　Loss　Polygon　Positioning”を参照されたい。その開示は、参照により
ここに取り入れられる。これらＳＦＮ－ＳＦＮタイプ１及び２測定結果は、組み合わせら
れた場合、測位のための観測到来時間差（ＯＴＤＯＡ：Observed　Time　Difference　Of
　Arrival（－ＩＰＤＬ：Idle　Period　in　the　Downlink））法を導く。スタンドアロ
ーンの実装のためには、ＳＦＮ－ＳＦＮ測定結果の感度は十分でない場合もあり得る。し
かしながら、それでもなお、以下により詳細に説明するように、フィンガプリンティング
法においてその情報を使用することは有益であろう。
【００２２】
　他の例示的な実施形態によれば、取得可能な追加的な位置関連情報の１つは、拡張観測
時間差（Ｅ－ＯＴＤ：Enhanced　Observed　Time　Difference）測定結果、即ち、相対時
間差又はＧＳＭシステムにおいて近傍のＢＴＳのペアにより送信される通常の若しくはダ
ミーのバーストからの絶対時間である。例えば、“Functional　stage　2　description
　of　LCD　in　GERAN”（TS　43.059）を参照されたい。その開示は、参照によりここに
取り入れられる。この種類の情報の用途は、ＳＦＮ－ＳＦＮタイプ１及び２測定結果と同
様であってよい。
【００２３】
　他の例示的な実施形態によれば、取得可能な他の種類の追加的な位置関連情報は、ＷＣ
ＤＭＡ上のＧＳＭから又はその逆の、無線アクセス技術間（inter-Radio　Access　Techn
ology：inter-RAT）測定結果（セルＩＤ及び信号強度）である。その代わりに、より最近
仕様化されたＬＴＥシステムは、そうした無線アクセス技術間測定に関与し得る。
【００２４】
　上の実施形態において議論した追加的な位置関連情報に関して、留意すべきは、ＳＦＮ
－ＳＦＮタイプ１及び２測定結果、Ｅ－ＯＴＤ測定結果、又は無線アクセス技術間の結果
のいずれも、既存のユーザ端末内の上述したインタフェースにおいて現在は利用可能でな
いことである。加えて、通信ネットワーク、より具体的にはＲＮＣは、ユーザ端末にこの
追加的な位置関連情報の検出を指示するようには構成されていない。言い換えれば、上述
した追加的な位置関連情報は、現在のところユーザ端末により利用可能ではない。従って
、背景欄において議論した既存のフィンガプリンティング法のいずれも、当該追加的な位
置関連情報を検出しない。さらに、既存のユーザ端末のいずれも、当該追加的な位置情報
を自ら検出するようには構成されていない。
【００２５】
　従って、上述した追加的な測定結果を使用するために、単独のユーザ端末内に、例示的
な一実施形態に従って、あるインタフェース及び／又は機能性が導入される。そのインタ
フェースは、ＲＮＣから独立して、即ち通信ネットワークから受信されるいかなる命令か
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らも独立して、ユーザ端末に当該追加的な測定結果を決定することを指示するものである
。このインタフェース／機能性は、後により詳細に議論するように、ソフトウェア又はソ
フトウェアとハードウェアとの組合せにおいて実装され得る。従って、当該例示的な実施
形態によれば、ユーザ端末１２自身が、ＲＮＣ２０からの制御を受けることなく、ある所
望の測定を開始し実行する。
【００２６】
　文脈上、及び単に例示的な実施形態として、まず、例示的な測位の実施形態に従って共
に使用され得る、一例としてのＡＥＣＩＤフィンガプリンティング測位法及び関連するＷ
ＣＤＭＡシステムについての簡単な議論を提供する。この方法のさらなる詳細は、Ｔ．Ｗ
ｉｇｒｅｎによる“Adaptive　Enhanced　Cell　Identity　Positioning”という名称の
ＰＣＴ／ＳＥ２００５／００１４８５号及び“Path　Loss　Polygon　Positioning”とい
う名称のＰＣＴ／ＳＥ２００６／０００１３２号において見出される。しかしながら、こ
こで開示される例示的な測位の方法及びメカニズムは、いかなるフィンガプリンティング
測位法及びいかなる種類の無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）にも適用可能であること
は理解されるであろう。ＡＥＣＩＤ測位法は、例えばＡ－ＧＰＳなどの高精度位置測定結
果をあるセルラー無線伝播条件が持続する領域に属するポイント群としてみなすことがで
きるというアイディアに基づいている。その最も単純な形式では、あるセルＩＤが有効で
あるということと同時に実行されるＡ－ＧＰＳ測定結果は、セルラーシステムの特定のセ
ルの範囲内に入るＡ－ＧＰＳ測定結果を表す。ＡＥＣＩＤ測位法は、これを認識し、例え
ば次のような所定の基準に従って高精度位置測定結果のタグ付けを導入する。即ち、（１
）高精度位置測定を実行する端末により検出されるセルＩＤ、（２）高精度位置測定を実
行する端末により実行される、複数のＲＢＳについての量子化された経路損失又は信号強
度測定結果、（３）量子化されたラウンドトリップ時間（ＷＣＤＭＡにおけるＲＴＴ）又
はタイミングアドバンス（ＧＳＭにおけるＴＡ）、（４）ＣＤＭＡシステムの負荷を表す
量子化された雑音上昇、（５）無線アクセスベアラ（ＲＡＢ）などの無線接続情報、及び
（６）量子化された時間、である。このようなＡＥＣＩＤ測位法において使用されるタグ
は、典型的には、各々のインデックスが離散値をとり得る、インデックスのベクトルを含
む。従って、タグのために使用される経路損失などのような連続値は、量子化される必要
がある。
【００２７】
　ＡＥＣＩＤ測位法の第２のステップは、別々の高精度測定結果クラスタ内で同じタグを
有する全ての高精度位置測定結果を収集し、そのクラスタを精緻化するためにクラスタの
さらなる処理を実行することである。そうしたクラスタの各々が類似する無線条件を有す
る領域から収集された高精度位置測定結果を含むことは明白であり、よって、その測定結
果は、同じ良好に定義される地理的領域からからのものである。より具体的には、そうし
た地理的領域は、通常、セルラーシステムのセルの外縁よりも実質的に小さい。ＡＥＣＩ
Ｄ測位法の第３のステップでは、クラスタの地理的外縁を表すポリゴンが、記憶された高
精度位置測定結果クラスタごとに計算される。そうしたアルゴリズムの特性の２つは、例
えば、ポリゴンのエリアが最小化される（それにより精度が最大化される）こと、及び端
末がポリゴン内にいる確率（信頼度）が正確に既知となる（アルゴリズム内の制約として
設定される）ことである。
【００２８】
　ここまで、タグ付けされたポリゴンのデータベースの生成に向けた例示的なステップ群
について説明した。次に、ＡＥＣＩＤ位置は、持続するタグの第１の判定により判定され
る。この判定は、セルＩＤをルックアップすることにより、補助的な測定を実行すること
により、及び上述した補助的な接続情報をルックアップすることにより実行され得る。そ
して、判定されるタグに対応するポリゴンは、タグ付けされたポリゴンのデータベース内
でルックアップされ、その後、例えばＲＡＮＡＰ上で、ポリゴンフォーマットを用いて報
告（reporting）が行われる。図２は、ＲＮＣにおけるこのＡＥＣＩＤ処理の取り扱いに
ついての一例としてのブロック図を示している。
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【００２９】
　上述したように、高精度測位法は、こうしたＡＥＣＩＤ測位法において使用される。こ
の文脈において、高精度測位法は、例えば北米Ｅ－９１１緊急時測位要件（North-Americ
an　E-911　emergency　positioning　requirements）を充足する潜在的可能性を有する
ものであると考えることができる。これら要件を充足する方法は、（端末ベースで）５０
メートルの範囲まで（６７％の時間）及び１５０メートルの範囲まで（９５％の時間）、
又は（ネットワークベースで）１００メートルの範囲まで（６７％の時間）及び３００メ
ートルの範囲まで（９５％の時間）、のいずれかの測位精度を達成することが可能である
。
【００３０】
　補助付きＧＰＳ（Ａ－ＧＰＳ：Assisted-GPS）測位は、全地球測位システム（ＧＰＳ）
の拡張であり、ＡＥＣＩＤのためのデータポイントの生成のために使用され得る１つの高
精度測位技術である。図３に、Ａ－ＧＰＳ測位システムの一例が示されている。この図に
おいて、例えばセルラー通信システム１０に設けられるＧＰＳリファレンス受信機２２は
、補助データを収集する。補助データは、セルラー通信システム１０に接続されるユーザ
端末１２内のＧＰＳ受信機に送信された場合に、ＧＰＳ端末受信機１２の性能を向上させ
るものである。典型的には、Ａ－ＧＰＳの精度は、１０メートル程度に良好となり得るも
のであり、また微分動作（differential　operation）が不要である。その精度は、感度
の高さがＧＰＳ衛星からの非常に弱い信号を検出するには最も頻繁に不十分となるような
都市部及び屋内では、悪化する。
【００３１】
　図３の例において、Ａ－ＧＰＳは、ＷＣＤＭＡシステム内に実装される。このシステム
において、ＲＮＣコントローラ２０は、補助データを収集し、精緻化し、及びユーザ端末
１２へ配信するノードとして動作する。コアネットワークＣＮ２０は、無線アクセスネッ
トワークアプリケーションパート（ＲＡＮＡＰ）インタフェース上で、ユーザ端末１２の
測位を要求する。それに応じて、ＲＮＣ２０は、様々な種類のＡ－ＧＰＳ技術を使用して
よい。しかしながら、その全ては、典型的には、セルラー通信システム内のノードにより
扱われる補助データ上に構築される。ＲＮＣ２０は、ユーザ端末１２内で位置測定が実行
されることを命令し、その測定は、ユーザ端末１２内の専用Ａ－ＧＰＳ受信機のハードウ
ェアにより実行される。これら受信機は、宇宙ビークル（ＳＶ：space　vehicles）２４
として示されている衛星からのＧＰＳ送信信号を検出する。
【００３２】
　Ａ－ＧＰＳと同様、アップリンク到来時間差（ＵＴＤＯＡ：Uplink　Time　Difference
　Of　Arrival）測位法は、到来時間測定に基づく他の高精度測位技術である。しかしな
がら、ＵＴＤＯＡの場合には、ユーザ端末からの送信信号の測定は、複数のＲＢＳによっ
て実行される。Ａ－ＧＰＳと比較したＵＴＤＯＡの利点は、信号強度がより高く、屋内で
の測位を実行する性能がいくらか高まるという事実である。しかし、地球の表面に沿った
無線伝播条件は、衛星からの高い仰角でＧＰＳ無線信号が受信される場合よりも劣悪であ
るため、ＵＴＤＯＡの精度は、Ａ－ＧＰＳの精度よりも悪いものと予想される。また、様
々な理由で、ＵＴＤＯＡは、実装するには高価な技術である。また、３ＧＰＰにおいて仕
様化された、ＵＴＤＯＡとは反対にダウンリンクにおいて動作するものもある。即ち、複
数のＲＢＳにより送信される無線信号の到来時間の測定が、ユーザ端末内で実行される。
実装上、このＯＴＤＯＡ－ＩＰＤＬ法は、不運なことに、有効な高精度の性能を提供する
ための感度を欠いている。
【００３３】
　上述したように、既存の技術に伴う様々な問題であって、例示的なこれら実施形態によ
り解決されるべきものは、以下を含む：即ち、（１）端末内のインタフェース（又は他の
同様のセルラーフォンインタフェース）上での限定的な量のみの測位情報の利用可能性、
並びに、（２）（ａ）位置関連の追加的な測定の開始、及び（ｂ）エアインタフェース上
でのＲＡＮへのレポートの代わりの、ユーザ端末のインタフェースへの追加的な位置関連
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測定結果のレポート、についての良好に定義されたセルラーフォンの機能性の現時点での
欠如、である。
【００３４】
　例示的な一実施形態によれば、ユーザ端末における追加的な位置関連測定の開始は、（
ＷＣＤＭＡの例についての）無線リソース制御（ＲＲＣ）インタフェースを模倣するソフ
トウェア、即ち、ＲＡＮからユーザ端末１２へのメッセージの受信ストリーム内にメッセ
ージを挿入するソフトウェアを生成することにより達成され得る。追加的な位置測定は、
ＧＰＳ及び／又は上述したＡ－ＧＰＳ位置情報に加えて、ユーザ端末により実行され得る
。例示的な一実施形態によれば、ユーザ端末は、追加的な位置情報と同時に、上記位置情
報（ＧＰＳ及び／又はＡ－ＧＰＳ）を決定するように構成されてもよい。しかしながら、
これら測定は、直列的に実行されてもよい。さらに、他の例示的な実施形態によれば、位
置情報及び追加的な位置情報のための測定結果は、ユーザ端末からサーバへ併せて送信さ
れてもよく、又は別個に送信されてもよい。ＷＣＤＭＡにおいて、これは、例えば、ＭＥ
ＡＳＵＲＥＭＥＮＴ　ＣＯＮＴＲＯＬメッセージであってよい。ＧＳＭの使用場面におけ
る同様のメッセージは、無線リソースリンクプロトコル（ＲＲＬＰ）内に追加されるであ
ろう。他の例示的な実施形態によれば、この測定機能をユーザ端末１２のインタフェース
に直接的につなげることが可能である。上記解決策の利点は、標準に準拠した既存のユー
ザ端末内で利用可能な既存の機能性が再利用され得ることである。ＧＳＭの場合には、そ
の機能性は、ロケーションサービス（ＬＣＳ）と、（典型的にはＲＲＬＰを使用する）制
御プレーン又は（典型的にはＯＭＡ　ＳＵＰＬを使用する）ユーザプレーンのいずれかに
おける測定機能とを使用するであろう。
【００３５】
　よって、図４には、例示的な一実施形態に係る、上述した機能を達成するための方法が
描かれている。ステップ４０において、ユーザ端末１２は、あるパラメータの測定を要求
するメッセージを生成する。生成された当該メッセージに基づいて、ユーザ端末の（後述
する）インタフェースは、ステップ４２において、そのパラメータの測定を開始する。例
示的な一実施形態において、当該メッセージは、インタフェースにより生成される。ステ
ップ４４において、そのインタフェースからの要求に基づいて、ユーザ端末の他のモジュ
ールは、要求されたパラメータの実際の測定を実行する。ステップ４６においてインタフ
ェースは、そのメッセージがユーザ端末内で生成されたか、又は通信システム１４のＲＮ
Ｃ２０から受信されたかを検出し得る。メッセージがユーザ端末１２の外部から受信され
た場合には、インタフェースは、ステップ４８において、測定された対応するパラメータ
をＲＮＣ２０へ送信し得る。一方、メッセージが、ユーザ端末１２内から、例えば当該イ
ンタフェースから受信された場合には、測定されたパラメータは、ステップ５０において
、インタフェースへ送信される。インタフェースは、任意的なステップ５２において、ユ
ーザ端末の位置に関連するさらなる情報、及び測定されたパラメータを収集してもよく、
当該情報は、ステップ５４において、ユーザ端末からサーバへ送信される。当該サーバは
、通信システム１４の一部であってもよく、又は通信システム１４の外部にあってもよい
。
【００３６】
　図５は、例示的な一実施形態に係るユーザ端末による追加的な測定報告の開始を示して
いる。図５を参照すると、ＲＡＮ／ＲＮＣ１４は、識別子ＩＤ１を含む第１のメッセージ
を、ユーザ端末１２へ送信する。ユーザ端末１２内の送受信機であってもよい受信機２８
は、第１のメッセージを受信し得る。第１のメッセージ、及びユーザ端末１２内のメッセ
ージ生成器３０により生成される第２のメッセージは、ハンドラ３２に供給される。第２
のメッセージは、ユーザ端末１２内で生成されるメッセージのみについて予約されている
、異なる識別子ＩＤ２を含み得る。ハンドラ３２は、識別子ＩＤ１及びＩＤ２を伴う上記
メッセージ群を受信し、第１及び第２のメッセージにより要求された測定を実行すること
を、位置関連測定部３４に指示する。
【００３７】



(14) JP 2011-511531 A 2011.4.7

10

20

30

40

50

　例示的な一実施形態によれば、ユーザ端末内のインタフェースに接続されるソフトウェ
アインスタンスに、例えば上述した追加的な位置関連情報のいくつか又は全てを含む位置
関連測定報告を指示するメカニズムは、図６に関連して説明される。ユーザ端末から開始
される測定に対応する報告のみが、このソフトウェアインスタンスに指示されるべきであ
る。よって、測定のオーダ元（即ち、ＲＡＮ又はユーザ端末）を互いに区別するメカニズ
ムもまた提供され得る。ＷＣＤＭＡにおいて、そのような１つのメカニズムは、ＭＥＡＳ
ＵＲＥＭＥＮＴ　ＣＯＮＴＲＯＬメッセージの測定ＩＤの観点で利用可能である。そのた
め、１つの専用の測定ＩＤ２が、ユーザ端末により開始される位置関連情報の測定のオー
ダのために予約され得る。ＧＳＭにおいては、ＲＲＬＰが、例えばＥ－ＯＴＤ及びＡ－Ｇ
ＮＳＳについての測定結果などの、ハンドセットの位置の決定を目的とした又はそれに生
かされるメッセージセット及び機能性を提供する。図６は、そうした測定結果の報告の例
を示しており、いくつかはＲＡＮへ返送され、他はセルラーフォンの専用ＳＷインスタン
スへ向けられ、この場合それは測位インタフェースそれ自体である。
【００３８】
　より具体的には、図６は、位置関連の測定リソース３４がどのように測定されたパラメ
ータをハンドラ３２に供給するかを示しており、その測定されたパラメータを含む報告は
、識別子ＩＤ１及びＩＤ２を含む。ハンドラ３２は、図７及び８に示した後述する選択部
６２を含んでよく、選択部６２は、例えば、予め設定されるルールに基づいて、ＩＤ１を
含む報告はＲＡＮ／ＲＮＣ１４へ送信されるべきであり、一方ＩＤ２を含む報告はインタ
フェース３６へ送信されるべきであると決定する。言い換えれば、この選択部は、図５の
ステップ４６において説明した機能を実行し得る。送信機２８は、ＩＤ２と関連付けられ
る測定されたパラメータではなく、ＩＤ１と関連付けられる測定されたパラメータを、Ｒ
ＡＮ／ＲＮＣ１４へ送信する。例示的な一実施形態において、送信機２８は、ＩＤ２と関
連付けられる測定されたパラメータを外部サーバ６０へ送信するように構成されてもよい
。
【００３９】
　上述したインタフェース３８は、図７に示されており、例えば、メッセージ生成部３０
、測位インタフェース３６、及び選択部６２を含む。各部の機能は、例示的な実施形態に
従って、図８に示したコンピューティング構成上で実行され得るソフトウェアインスタン
スにより実装されてもよい。また、図７は、インタフェース３８が完全にユーザ端末１２
の内部にあり、ユーザ端末の他の部分６４と通信することを示している。よって、こうし
たコンピューティング構成の技術的な効果は、特定の位置関連測定結果を要求するための
メッセージの内部的な生成である。
【００４０】
　図８は、ユーザ端末１２の概略図を示している。ユーザ端末は、メモリ８４にバス８２
を介して接続されるＣＰＵ８０を含み得る。ユーザ端末は、第１及び／又は第２のメッセ
ージにより要求されたパラメータを測定する測定部３４、選択部６２、インタフェース３
８、送受信機２８、及び上述した生成部３０を含み得る。
【００４１】
　他の例示的な実施形態に従って、図３に示したような、例えばＲＡＮの外部のインター
ネット上のサーバ６０などへの、送信のために利用可能な追加的な位置関連情報を生成す
るための、端末１２内のインタフェース３８への１つ以上の拡張が可能である。これらイ
ンタフェースの拡張は、少なくとも、上述した３つの異なる種類の追加的な位置関連情報
を含むことができる。
【００４２】
　よって、当該例示的な実施形態が、ユーザ端末自身からの追加的な位置関連測定の開始
、ユーザ端末自身のインスタンスへの追加的な位置関連測定結果のレポート、及び、ユー
ザ端末自身の内部の上述したインタフェースにおいて当該追加的な位置関連情報を利用可
能とすること、についての機能性と、例えばインターネット上のどこかに設けられるサー
バ又は通信ネットワークの装置への当該追加的な位置関連情報のシグナリングのためのメ
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カニズムと、をユーザ端末に提供することは理解されるであろう。追加的な位置情報は、
サーバ、即ちエンドユーザに到達するまでビットストリームが復号されない形で透過的に
シグナリングされてもよい。この場合、通信ネットワークは、発生している位置情報の転
送に全く気付かない。この情報、即ち位置情報及び追加的な位置情報に基づいて、サーバ
は、グリッド内の位置をユーザ端末のレポートされた測定結果にマッピングするデータベ
ースを構築し得る。このデータベースに基づいて、サーバは、ユーザ端末がサーバに追加
的な位置関連情報及び／又は従来の位置情報を送信する場合に、データベース内のグリッ
ドのどのポイントが同じ追加的な及び／又は従来の位置関連情報を有するかを探索するこ
とにより、当該ユーザ端末の位置を特定することができる。
【００４３】
　図９に示した例示的な一実施形態によれば、位置データに加えて、無線通信ネットワー
クによりサービス提供されるユーザ端末内の追加的な測位データを収集するための方法が
提供される。当該方法は、ユーザ端末内でメッセージを生成することにより、ユーザ端末
の物理的位置の決定の基礎とされる情報を含む追加的な測位データの収集を開始するステ
ップ９００と、ユーザ端末により、メッセージに応じて、ユーザ端末の物理的位置に関連
する少なくとも１つのパラメータを測定するステップ９０２と、ユーザ端末内で、少なく
とも１つのパラメータを含む測定報告を生成するステップ９０４と、ユーザ端末内で、ユ
ーザ端末により生成されるメッセージに応じて生成された１つ以上の測定報告を選択する
ステップ９０６と、選択された１つ以上の測定報告をユーザ端末内のインタフェースにレ
ポートするステップ９０８と、当該インタフェースから、レポートされた１つ以上の測定
報告を、外部サーバへ又は通信ネットワークへ送信するステップ９１０と、を含む。
【００４４】
　例示の目的であって限定ではなく、当該例示的な実施形態に従った動作を実行可能な代
表的なユーザ端末の例が図１０に示されている。しかしながら、例示的な本実施形態の原
理が標準的なコンピューティングシステムにも等しく適用可能であることは認識されるべ
きである。
【００４５】
　一例としての構成１０００は、例えばマイクロプロセッサ、ＲＩＳＣ（reduced　instr
uction　set　computer）又は他の中央処理モジュールなどの、処理／制御部１００２、
を含み得る。処理部１００２は、単一の装置でなくてもよく、１つ以上のプロセッサを含
んでもよい。例えば、処理部１００２は、マスタプロセッサ、及びマスタプロセッサと通
信するように接続される関連するスレーブプロセッサを含んでもよい。
【００４６】
　処理部１００２は、ストレージ／メモリ１００４内で利用可能なプログラムにより記述
される移動端末の基本機能を制御してもよい。よって、処理部１００２は、図２～６に記
述された機能を実行してもよい。より具体的には、ストレージ／メモリ１００４は、移動
端末上の機能及びアプリケーションを実行するためのオペレーティングシステム及びプロ
グラムモジュールを含んでもよい。例えば、プログラムストレージは、１つ以上のＲＡＭ
（read-only　memory）、フラッシュＲＯＭ、プログラム可能な及び／若しくは消去可能
なＲＯＭ、ＲＡＭ（random　access　memory）、ＳＩＭ（subscriber　interface　modul
e）、ＷＩＭ（wireless　interface　module）、スマートカード、又は他のリムーバブル
メモリ装置などを含んでよい。プログラムモジュール及び関連する特徴は、例えばインタ
ーネットなどのネットワークを介して電子的にダウンロードされるデータ信号を介して、
モバイルコンピューティング構成１０００に送信されてもよい。
【００４７】
　ストレージ／メモリ１００４内に記憶され得るプログラムの１つは、特有のプログラム
１００６である。上述したように、特有のプログラム１００６は、インタフェース３８と
交信し、あるＩＤに関連付けられる測定又はユーザ端末内で開始される測定を選択し、そ
の測定をユーザ端末内の所望の位置に向ける。プログラム１００６及び関連する特徴は、
ソフトウェア及び／又はプロセッサ１００２の手段により動作可能なファームウェアにお
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ール又は例示的な本実施形態と関連付けられる他のデータなどの、データ１００８を記憶
するために使用されてもよい。例示的な一実施形態において、プログラム１００６及びデ
ータ１００８は、不揮発性のＥＥＰＲＯＭ（electrically-erasable　programmable　ROM
）、フラッシュＲＯＭなどに記憶され、それにより移動端末１０００の電源のダウンに際
して情報は失われない。
【００４８】
　また、プロセッサ１００２は、移動端末と関連付けられるユーザインタフェース１０１
０要素と接続され得る。携帯端末のユーザインタフェース１０１０は、例えば、液晶ディ
スプレイなどのディスプレイ１０１２、キーパッド１０１４、スピーカ１０１６、及びマ
イクロフォン１０１８を含んでもよい。これら及び他のユーザインタフェースコンポーネ
ントは、当該技術分野において知られているように、プロセッサ１００２と接続される。
キーパッド１０１４は、番号のダイヤリングを含む様々な機能を実行し、及び１つ以上の
キーに割り当てられる動作を実行するためのアルファベット－数字キーを含んでよい。そ
の代わりに、例えば、音声コマンド、スイッチ、タッチパッド／スクリーン、ポインティ
ングデバイスを用いたグラフィカルユーザインタフェース、トラックボール、ジョイステ
ィック、又は他の任意のユーザインタフェースメカニズムなど、他のユーザインタフェー
スメカニズムが利用されてもよい。
【００４９】
　また、モバイルコンピューティング構成１００は、ＤＳＰ（digital　signal　process
or）１０２０を含み得る。ＤＳＰ１０２０は、Ａ／Ｄ（analog-to-digital）変換、Ｄ／
Ａ（digital-to-analog）変換、音声コーディング／デコーディング、暗号化／復号、エ
ラー検知及び訂正、ビットストリーム変換、フィルタリングなどを含む様々な機能を実行
し得る。送受信機１０２２は、一般的にはアンテナ１０２４に接続され、無線装置と関連
付けられる無線信号を送受信し得る。
【００５０】
　図１０のモバイルコンピューティング構成１００は、例示的な本実施形態の原理が適用
され得るコンピューティング環境の代表的な例として提供されている。ここで提供された
説明から、当業者は、現在知られている及び将来の、モバイル及び固定的な他の様々なコ
ンピューティング環境において等しく適用可能であることを理解するであろう。例えば、
特有のアプリケーション１００６及び関連する特徴、並びにデータ１００８は、様々な形
で記憶されてよく、様々な処理装置で動作可能であってよく、並びに、追加的な、より少
ない又は異なるサポート回路及びユーザインタフェースメカニズムを有するモバイル装置
内で動作可能であってよい。なお、例示的な本実施形態の原理は、非移動端末、即ち地上
通信線によるコンピューティングシステムにも等しく適用可能である。
【００５１】
　上述した例示的な実施形態の多くの変形が考えられる。上述した例示的な実施形態は、
本発明の限定ではなく、むしろ全ての観点において例示を目的とする。よって、本発明は
、当業者によりここに含まれる説明から導き出され得る、詳細な実装における多くの変形
が可能である。全てのそうした変形及び修正は、以下の特許請求の範囲により定義される
本発明の範囲及び思想の範囲内であるとみなされる。本出願の説明の中で使用されるいか
なる要素、動作、又は命令も、そのように明示的に説明されていない限り、本発明にとっ
て重大又は必須であると解釈されるべきでない。また、ここで冠詞“ａ”が使用される場
合、１つ以上のアイテムが含まれることが意図される。
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成22年7月29日(2010.7.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワーク（１４）により要求される位置情報に加えて、追加的な位置関連情報
を収集するための、前記通信ネットワーク（１４）によりサービス提供されるユーザ端末
（１２）における方法であって、
　前記ユーザ端末（１２）内でメッセージを生成することにより、前記ユーザ端末（１２
）の物理的位置の決定の基礎とされる情報を含む前記追加的な位置関連情報の収集を開始
するステップと；
　前記ユーザ端末（１２）により、前記メッセージに応じて、前記ユーザ端末（１２）の
前記物理的位置に関連する少なくとも１つのパラメータを測定するステップと；
　前記ユーザ端末（１２）内で、前記少なくとも１つのパラメータを含む測定報告を生成
するステップと；
　前記ユーザ端末（１２）内で、ユーザ端末により開始される測定のオーダのために予約
された測定ＩＤに基づいて、前記ユーザ端末（１２）により生成される前記メッセージに
応じて生成された１つ以上の測定報告を選択するステップと；
　選択された前記１つ以上の測定報告を前記ユーザ端末（１２）内のインタフェース（３
８）にレポートするステップと；
　前記インタフェース（３８）から、レポートされた前記１つ以上の測定報告を、外部サ
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ーバ（６０）へ又は前記通信ネットワーク（１４）へ送信するステップと；
　を含む方法。
【請求項２】
　前記追加的な位置関連情報は、ＳＦＮ－ＳＦＮタイプ１及び２測定結果、Ｅ－ＯＴＤ測
定結果、並びに／又は無線アクセス技術間（inter-RAT）測定結果、のうち少なくとも１
つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記開始するステップは：
　メッセージ生成器により又は前記ユーザ端末の前記インタフェースにより生成される前
記メッセージを、前記通信ネットワークから前記ユーザ端末により受信されるメッセージ
のストリーム内に挿入すること、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記開始するステップは：
　前記外部サーバ又は前記通信ネットワークから受信されるいかなるメッセージからも独
立した前記メッセージを生成すること、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法は：
　前記ユーザ端末により、前記通信ネットワークからの要求に応じて、前記ユーザ端末の
前記物理的位置に関連する他のパラメータを測定するステップ、
　をさらに含み、
　前記他のパラメータは、セルＩＤ、前記ユーザ端末によりセルから受信されるブロード
キャスト情報、受信信号の量子化された経路損失、信号強度、量子化された雑音上昇、無
線接続情報、及び量子化された時間、の１つである、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記レポートするステップは：
　前記インタフェースのみに、前記メッセージに応じて生成される前記１つ以上の測定報
告をレポートすることと；
　前記通信ネットワークのみに、前記他のパラメータの測定結果をレポートすることと；
　を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのパラメータは、ＳＦＮ－ＳＦＮタイプ１若しくは２測定結果、Ｅ
－ＯＴＤ測定結果、又は無線アクセス技術間測定結果に関連する、請求項１に記載の方法
。
【請求項８】
　前記方法は：
　フィンガプリントによる位置のデータベースを構築するために前記外部サーバ又は前記
通信ネットワークに情報を提供するステップ、をさらに含み、
　提供される前記情報は、補助付きグローバル測位情報を含む前記位置情報及び前記少な
くとも１つのパラメータに基づいて組み立てられ、
　前記位置情報及び前記少なくとも１つのパラメータは、同時に測定され、前記外部サー
バ又は通信ネットワークへ共に送信される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記方法は：
　前記外部サーバ内で、前記ユーザ端末から送信される前記追加的な位置関連情報のみに
基づいて、前記ユーザ端末の前記物理的位置を決定するステップ、
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項１０】
　前記通信ネットワーク（１４）により要求される前記位置情報は、補助付きＧＰＳ（Ａ
－ＧＰＳ：Assisted-GPS）位置情報である、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記方法は：
　前記ユーザ端末内で生成される前記メッセージの受信の際、及び前記通信ネットワーク
からのメッセージの受信の際に、前記少なくとも１つのパラメータを測定するステップ、
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　通信ネットワーク（１４）により要求される位置情報に加えて、追加的な位置関連情報
を収集するよう構成されるユーザ端末（１２）であって、
　前記ユーザ端末（１２）は、前記通信ネットワーク（１４）によりサービス提供され、
　前記ユーザ端末（１２）は、
　　メッセージを生成することにより、前記ユーザ端末（１２）の物理的位置の決定の基
礎とされる情報を含む前記追加的な位置関連情報の収集を開始し、
　　前記メッセージに応じて、前記ユーザ端末（１２）の前記物理的位置に関連する少な
くとも１つのパラメータの測定を測定部（３４）に指示し、
　　前記少なくとも１つのパラメータを含む測定報告を生成し、
　　ユーザ端末により開始される測定のオーダのために予約された測定ＩＤに基づいて、
前記ユーザ端末（１２）により生成される前記メッセージに応じて生成された１つ以上の
測定報告の選択を選択部（６２）に指示し、
　　選択された前記１つ以上の測定報告を前記ユーザ端末（１２）内のインタフェース（
３８）にレポートする、
　よう構成されるプロセッサ（８０）と、
　前記プロセッサに接続され、レポートされた前記１つ以上の測定報告を、外部サーバ（
６０）へ又は前記通信ネットワーク（１４）へ送信するよう構成される送受信機（２８）
と、
　を備えるユーザ端末。
【請求項１３】
　前記追加的な位置関連情報は、ＳＦＮ－ＳＦＮタイプ１及び２測定結果、Ｅ－ＯＴＤ測
定結果、並びに／又は無線アクセス技術間（inter-RAT）測定結果、のうち少なくとも１
つを含む、請求項１２に記載のユーザ端末。
【請求項１４】
　前記ユーザ端末は：
　前記メッセージを生成して、前記通信ネットワークから前記ユーザ端末により受信され
るメッセージのストリーム内に挿入するよう構成される生成部、
　をさらに備える、請求項１２に記載のユーザ端末。
【請求項１５】
　前記インタフェースは、前記メッセージを生成して、前記通信ネットワークから前記ユ
ーザ端末により受信されるメッセージのストリーム内に挿入するよう構成される、請求項
１２に記載のユーザ端末。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、前記通信ネットワークからの要求に応じて、前記ユーザ端末の前記
物理的位置に関連する他のパラメータの測定を前記測定部に指示するようさらに構成され
、
　前記他のパラメータは、セルＩＤ、前記ユーザ端末によりセルから受信されるブロード
キャスト情報、受信信号の量子化された経路損失、信号強度、量子化された雑音上昇、無
線接続情報、及び量子化された時間、の１つである、
　請求項１２に記載のユーザ端末。
【請求項１７】
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　前記メッセージは、前記外部サーバ又は前記通信ネットワークから受信されるいかなる
メッセージからも独立して生成される、請求項１２に記載のユーザ端末。
【請求項１８】
　前記プロセッサは：
　前記インタフェースのみに、前記メッセージに応じて生成される前記１つ以上の測定報
告をレポートし；及び
　前記通信ネットワークのみに、前記他のパラメータの測定結果をレポートする；
　ようさらに構成される、請求項１６に記載のユーザ端末。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのパラメータは、ＳＦＮ－ＳＦＮタイプ１及び／若しくは２測定結
果、Ｅ－ＯＴＤ測定結果、又は無線アクセス技術間測定結果に関連する、請求項１２に記
載のユーザ端末。
【請求項２０】
　前記送受信機は、フィンガプリントによる位置のデータベースを構築するために前記外
部サーバ又は前記通信ネットワークに情報を提供するようさらに構成され、
　提供される前記情報は、補助付きグローバル測位情報を含む前記位置情報及び前記少な
くとも１つのパラメータに基づいて組み立てられ、
　前記位置情報及び前記少なくとも１つのパラメータは、同時に測定され、前記外部サー
バ又は通信ネットワークへ共に送信される、
　請求項１２に記載のユーザ端末。
【請求項２１】
　前記外部サーバは、前記ユーザ端末から送信される前記追加的な位置関連情報のみに基
づいて、前記ユーザ端末の前記物理的位置を決定する、請求項１２に記載のユーザ端末。
【請求項２２】
　前記測定部は、前記ユーザ端末内で生成される前記メッセージの受信の際、及び前記通
信ネットワークからのメッセージの受信の際に、前記少なくとも１つのパラメータを測定
するよう構成される、請求項１２に記載のユーザ端末。
【請求項２３】
　命令を記憶するためのコンピュータにより読取可能な媒体であって、
　前記命令は、通信ネットワーク（１４）によりサービス提供されるユーザ端末（１２）
内のプロセッサ（８０）により実行された場合に、前記プロセッサ（８０）に、前記通信
ネットワーク（１４）により要求される位置情報に加えて、追加的な位置関連情報を収集
させ、
　前記命令は、
　前記ユーザ端末（１２）内でメッセージを生成することにより、前記ユーザ端末（１２
）の物理的位置の決定の基礎とされる情報を含む前記追加的な位置関連情報の収集を開始
する命令と；
　前記ユーザ端末（１２）により、前記メッセージに応じて、前記ユーザ端末（１２）の
前記物理的位置に関連する少なくとも１つのパラメータを測定する命令と；
　前記ユーザ端末（１２）内で、前記少なくとも１つのパラメータを含む測定報告を生成
する命令と；
　ユーザ端末により開始される測定のオーダのために予約された測定ＩＤに基づいて、前
記ユーザ端末（１２）内で前記メッセージに応じて前記ユーザ端末（１２）により生成さ
れた１つ以上の測定報告を選択する命令と；
　前記ユーザ端末（１２）内で、前記ユーザ端末（１２）により生成される前記メッセー
ジに応じて生成された１つ以上の測定報告を選択する命令と；
　選択された前記１つ以上の測定報告を前記ユーザ端末（１２）内のインタフェース（３
８）にレポートする命令と；
　前記インタフェース（３８）から、レポートされた前記１つ以上の測定報告を、外部サ
ーバ（６０）へ又は前記通信ネットワーク（１４）へ送信する命令と；
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　を含む、コンピュータにより読取可能な媒体。
【請求項２４】
　前記追加的な位置関連情報は、ＳＦＮ－ＳＦＮタイプ１及び２測定結果、Ｅ－ＯＴＤ測
定結果、並びに／又は無線アクセス技術間（inter-RAT）測定結果、のうち少なくとも１
つを含む、請求項２３に記載のコンピュータにより読取可能な媒体。
【請求項２５】
　前記ユーザ端末により、前記通信ネットワークからの要求に応じて、前記ユーザ端末の
前記物理的位置に関連する他のパラメータを測定する命令、をさらに含み、
　前記他のパラメータは、セルＩＤ、前記ユーザ端末によりセルから受信されるブロード
キャスト情報、受信信号の量子化された経路損失、信号強度、量子化された雑音上昇、無
線接続情報、及び量子化された時間、の１つである、
　請求項２３に記載のコンピュータにより読取可能な媒体。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つのパラメータは、ＳＦＮ－ＳＦＮタイプ１若しくは２測定結果、Ｅ
－ＯＴＤ測定結果、又は無線アクセス技術間測定結果に関連する、請求項２３に記載のコ
ンピュータにより読取可能な媒体。
【請求項２７】
　フィンガプリントによる位置のデータベースを構築するために前記外部サーバ又は前記
通信ネットワークに情報を提供する命令、をさらに含み、
　提供される前記情報は、補助付きグローバル測位情報を含む前記位置情報及び前記少な
くとも１つのパラメータに基づいて組み立てられ、
　前記位置情報及び前記少なくとも１つのパラメータは、同時に測定され、前記外部サー
バ又は通信ネットワークへ共に送信される、
　請求項２３に記載のコンピュータにより読取可能な媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　図３の例において、Ａ－ＧＰＳは、ＷＣＤＭＡシステム内に実装される。このシステム
において、ＲＮＣコントローラ２０は、補助データを収集し、精緻化し、及びユーザ端末
１２へ配信するノードとして動作する。コアネットワークＣＮ１８は、無線アクセスネッ
トワークアプリケーションパート（ＲＡＮＡＰ）インタフェース上で、ユーザ端末１２の
測位を要求する。それに応じて、ＲＮＣ２０は、様々な種類のＡ－ＧＰＳ技術を使用して
よい。しかしながら、その全ては、典型的には、セルラー通信システム内のノードにより
扱われる補助データ上に構築される。ＲＮＣ２０は、ユーザ端末１２内で位置測定が実行
されることを命令し、その測定は、ユーザ端末１２内の専用Ａ－ＧＰＳ受信機のハードウ
ェアにより実行される。これら受信機は、宇宙ビークル（ＳＶ：space　vehicles）２４
として示されている衛星からのＧＰＳ送信信号を検出する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　例示的な一実施形態によれば、ユーザ端末内のインタフェースに接続されるソフトウェ
アインスタンスに、例えば上述した追加的な位置関連情報のいくつか又は全てを含む位置
関連測定報告を指示するメカニズムは、図６に関連して説明される。ユーザ端末から開始
される測定に対応する報告のみが、このソフトウェアインスタンスに指示されるべきであ
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る。よって、測定のオーダ元（即ち、ＲＡＮ又はユーザ端末）を互いに区別するメカニズ
ムもまた提供され得る。ＷＣＤＭＡにおいて、そのような１つのメカニズムは、ＭＥＡＳ
ＵＲＥＭＥＮＴ　ＣＯＮＴＲＯＬメッセージの測定ＩＤの観点で利用可能である。そのた
め、１つの専用の測定ＩＤ２が、ユーザ端末により開始される位置関連情報の測定のオー
ダのために予約され得る。ＧＳＭにおいては、ＲＲＬＰが、例えばＥ－ＯＴＤ及びＡ－Ｇ
ＮＳＳについての測定結果などの、ハンドセットの位置の決定を目的とし又はそのために
有益なメッセージセット及び機能性を提供する。図６は、そうした測定結果の報告の例を
示しており、いくつかはＲＡＮへ返送され、他はセルラーフォンの専用ＳＷインスタンス
へ向けられ、この場合それは測位インタフェースそれ自体である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　より具体的には、図６は、位置関連の測定リソース３４がどのように測定されたパラメ
ータをハンドラ３２に供給するかを示しており、その測定されたパラメータを含む報告は
、識別子ＩＤ１及びＩＤ２を含む。ハンドラ３２は、図７及び８に示した後述する選択部
６２を含んでよく、選択部６２は、例えば、予め設定されるルールに基づいて、ＩＤ１を
含む報告はＲＡＮ／ＲＮＣ１４へ送信されるべきであり、一方ＩＤ２を含む報告はインタ
フェース３６へ送信されるべきであると決定する。言い換えれば、この選択部は、図４の
ステップ４６において説明した機能を実行し得る。送信機２８は、ＩＤ２と関連付けられ
る測定されたパラメータではなく、ＩＤ１と関連付けられる測定されたパラメータを、Ｒ
ＡＮ／ＲＮＣ１４へ送信する。例示的な一実施形態において、送信機２８は、ＩＤ２と関
連付けられる測定されたパラメータを外部サーバ６０へ送信するように構成されてもよい
。
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