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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線デバイスによって伝送されるアップリンク無線信号の測定を制御するためのネット
ワークノードにおける方法であって、前記測定は、前記無線デバイスからアップリンク無
線信号を受信する２つ以上の受信点に関連付けられる測定ノードによって実行され、
　前記測定ノードに関連付けられた２つ以上の受信点に関する受信点コンフィギュレーシ
ョンであって、受信機無線周波数（ＲＦ）特性、周波数又は周波数範囲、受信帯域幅、無
線周波数（ＲＦ）コンフィギュレーションパラメータ、アンテナコンフィギュレーション
、アンテナパターンコンフィギュレーション、アンテナ偏波コンフィギュレーション、電
波ビームコンフィギュレーション、アンテナアレイコンフィギュレーション、受信機タイ
プ、受信信号の測定の基準点、並びに前記受信点のロケーション又は設置に関連付けられ
るパラメータのうちのいずれか１つ又は複数を含む、受信点コンフィギュレーションを取
得すること、
　前記測定ノードから、異なる受信点からの信号についての測定を管理する前記測定ノー
ドの能力を特徴づけるケーパビリティ情報を受信すること、
　前記取得された受信点コンフィギュレーション及び前記受信されたケーパビリティ情報
に基づいて、アップリンク測定を実行するための１つ又は複数の受信点を選択すること、
及び
　前記受信点と前記測定ノードの位置との間の距離に基づいて前記アップリンク測定を実
行するために前記選択された受信点に対する検索ウィンドウパラメータをコンフィギュレ
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ーションすること
を含む方法。
【請求項２】
　前記測定ノードからアップリンク測定の測定結果を受信することをさらに含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記選択された受信点が、前記測定ノードに関連付けられる２つ以上の受信点の１つの
サブセットを含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記取得された受信点コンフィギュレーションを別のノードに送信することをさらに含
む、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記取得された受信点コンフィギュレーションに基づいて、１つ又は複数の測定ノード
から受信された測定結果を選択的に使用することをさらに含む、請求項１から４のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記受信点を選択することが、前記無線デバイスのためのサービングセルと前記サブセ
ット内の前記受信点との間の関係に基づいて、受信点の前記サブセットを決定することを
含む、請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記受信点を選択することが、前記無線デバイスの概略ロケーションに基づいて、且つ
前記サブセット内の前記受信点のロケーションに基づいて、受信点の前記サブセットを決
定することを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項８】
　前記受信点を選択することが、前記サブセット内の前記受信点に対応する測定パフォー
マンス統計値にさらに基づいて、受信点の前記サブセットを決定することを含む、請求項
３又は７に記載の方法。
【請求項９】
　前記受信点を選択することが、前記サブセット内の前記受信点に対応する測位パフォー
マンス統計値にさらに基づいて、受信点の前記サブセットを決定することを含む、請求項
３、７又は８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記無線デバイスに対して測位のための測定を実行するために、前記決定されたサブセ
ットに関連付けられる１つ又は複数の測定ノードをコンフィギュレーションすることをさ
らに含む、請求項６から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記決定されたサブセットのための識別子を第２ネットワークノードに送信することを
さらに含む、請求項６から１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　無線デバイスによって伝送されるアップリンク無線信号の測定を制御するように適合さ
れたネットワークノードであって、前記測定が、前記無線デバイスからアップリンク無線
信号を受信する２つ以上の受信点に関連付けられる測定ノードによって実行され、
　前記ネットワークノードが、
　ネットワークインタフェース回路、及び処理回路を備え、
　前記処理回路が、
　前記測定ノードに関連付けられた２つ以上の受信点に関する受信点コンフィギュレーシ
ョンであって、受信機無線周波数（ＲＦ）特性、周波数又は周波数範囲、受信帯域幅、無
線周波数（ＲＦ）コンフィギュレーションパラメータ、アンテナコンフィギュレーション
、アンテナパターンコンフィギュレーション、アンテナ偏波コンフィギュレーション、電
波ビームコンフィギュレーション、アンテナアレイコンフィギュレーション、受信機タイ
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プ、受信信号の測定の基準点、並びに前記受信点のロケーション又は設置に関連付けられ
るパラメータのうちのいずれか１つ又は複数を含む、受信点コンフィギュレーションを取
得し、
　前記ネットワークインタフェース回路を介して、前記測定ノードから異なる受信点から
の信号についての測定を管理する前記測定ノードの能力を特徴づけるケーパビリティ情報
を受信し、
　前記取得された受信点コンフィギュレーション及び前記受信されたケーパビリティ情報
に基づいて、アップリンク測定を実行するための１つ又は複数の受信点を選択し、
　前記受信点と前記測定ノードの位置との間の距離に基づいて前記アップリンク測定を実
行するために前記選択された受信点に対する検索ウィンドウパラメータをコンフィギュレ
ーションするように構成されている、ネットワークノード。
【請求項１３】
　前記処理回路が、前記ネットワークインタフェース回路を介して、前記測定ノードから
アップリンク測定の測定結果を受信するようにさらに構成されている、請求項１２に記載
のネットワークノード。
【請求項１４】
　前記選択された受信点が、前記測定ノードに関連付けられる２つ以上の受信点のサブセ
ットを含む、請求項１２又は１３に記載のネットワークノード。
【請求項１５】
　前記処理回路が、前記取得された受信点コンフィギュレーションを別のノードに送信す
るようにさらに構成されている、請求項１２から１４のいずれか一項に記載のネットワー
クノード。
【請求項１６】
　前記処理回路が、前記取得された受信点コンフィギュレーションに基づいて、１つ又は
複数の測定ノードから受信された測定結果を選択的に使用するようにさらに構成されてい
る、請求項１２から１５のいずれか一項に記載のネットワークノード。
【請求項１７】
　前記処理回路が、前記無線デバイスのためのサービングセルと前記サブセット内の前記
受信点との間の関係に基づいて、受信点の前記サブセットを選択するように構成されてい
る、請求項１４に記載のネットワークノード。
【請求項１８】
　前記処理回路が、前記無線デバイスの概略ロケーションに基づいて、且つ前記サブセッ
ト内の前記受信点のロケーションに基づいて、受信点の前記サブセットを選択するように
構成されている、請求項１４に記載のネットワークノード。
【請求項１９】
　前記処理回路が、前記サブセット内の前記受信点に対応する測定パフォーマンス統計値
にさらに基づいて、受信点の前記サブセットを選択するように構成されている、請求項１
４又は１８に記載のネットワークノード。
【請求項２０】
　前記処理回路が、前記サブセット内の前記受信点に対応する測位パフォーマンス統計値
にさらに基づいて、受信点の前記サブセットを選択するように構成されている、請求項１
４、１８又は１９に記載のネットワークノード。
【請求項２１】
　前記処理回路が、前記無線デバイスに対して測位のための測定を実行するために、前記
選択されたサブセットに関連付けられる１つ又は複数の測定ノードをコンフィギュレーシ
ョンするようにさらに構成されている、請求項１７から２０のいずれか一項に記載のネッ
トワークノード。
【請求項２２】
　前記処理回路が、前記選択されたサブセットのための識別子を第２ネットワークノード
に送信するようにさらに構成されている、請求項１７から２１のいずれか一項に記載のネ
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ットワークノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本願は、２０１２年１０月２６日に出願された米国仮出願第６１／７１８，８９４号の
利益及び優先権を主張するものである。この米国仮出願の全内容は参照により本願に組み
込まれている。
【０００２】
　本開示は、概して無線通信ネットワークに関し、具体的には、無線伝送の測定に基づい
てデバイスの測位を実行するネットワーク及びデバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　モバイル機器の位置を判定する技術の開発によって、アプリケーション開発者及び無線
ネットワーク事業者が、位置ベースサービス及びロケーションアウェアサービスを提供す
ることが可能になった。これらの例には、案内システム、買い物支援、友人発見、プレゼ
ンスサービス、コミュニティ及び通信サービス、並びにモバイルユーザにその周辺情報を
与えたり、それらのサービスの拡張のためにこの情報を使用したりするその他の情報サー
ビスが含まれる。
【０００４】
　これらの技術によって促進された商用サービスに加えて、位置ベースの緊急時サービス
も展開している。幾つかの国の政府は、ネットワーク事業者に緊急通報の位置判定を可能
にすることを特に要求している。例えば、米国の政府の要求では、モバイルネットワーク
は全ての緊急通報のうち一定の割合の位置判定ができなければならないと指定しており、
さらに精度要件を含む。この要求では、室内環境と室外環境との区別がされていない。
【０００５】
　多くの環境において、周知の全地球測位システム（ＧＰＳ）などの全地球ナビゲーショ
ン衛星システム（ＧＮＳＳ）に基づく測位方法を用いて位置を正確に推定することができ
る。しかしながら、ＧＰＳベース測位は、特に都市環境及び／又は室内環境において十分
なパフォーマンスを発揮できない場合が多い。　　
【０００６】
　ＧＰＳ技術を補強するために、さらに無線ネットワークによって補完的測位方法を提供
することができる。モバイル端末ベースのＧＮＳＳ（ＧＰＳを含む）に加えて、以下の方
法が、現在利用可能であるか、又は近日中に第３世代パートナーシッププロジェクト（３
ＧＰＰ）によって開発されたロングタームエボリューション（ＬＴＥ）標準に含まれるこ
とになるだろう。
・　セルＩＤ（ＣＩＤ）、
・　ネットワークベースの到来角度（ＡｏＡ）を含む拡張セルＩＤ（Ｅ－ＣＩＤ）、
・　衛星信号に基づく、アシスト型ＧＰＳ（Ａ－ＧＰＳ）を含むアシスト型ＧＮＳＳ（Ａ
－ＧＮＳＳ）、
・　観測到来時間差（ＯＴＤＯＡ）、
・　アップリンク到達時間差（ＵＴＤＯＡ）‐現在標準化中。
【０００７】
　幾つかの測位技法は、到来時間差（ＴＤＯＡ）又は到来時間（ＴＯＡ）測定に基づいて
いる。例として、ＯＴＤＯＡ，ＵＴＤＯＡ、ＧＮＳＳ、及びアシスト型ＧＮＳＳ（Ａ－Ｇ
ＮＳＳ）が含まれる。これらの技法の測位結果の典型的な（ただし、唯一ではない）フォ
ーマットは、不確定な円／楕円／楕円体を有する楕円体点であり、これは、複数の双曲線
弧（例えば、ＯＴＤＯＡ又はＵＴＤＯＡ）又は円／弧（例えば、ＵＴＤＯＡ、ＧＮＳＳ、
又はＡ－ＧＮＳＳ）の交差の結果である。
【０００８】
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　適応拡張セルＩＤ（ＡＥＣＩＤ）などの幾つかの技法は、以上の方法のいずれかの混合
である場合があり、それゆえ「ハイブリッド」測位方法とみなされる。これらの方法を用
いると、測位結果は、ほとんどどのような形状にもなりうるが、多くの場合は多角形にな
りがちである。
【０００９】
　セルラベースの測位方法は、（例えば、衛星ベースの方法とは反対に）、アンカーノー
ドの位置の知識、すなわち（例えば、ＯＴＤＯＡ用に）測定信号の伝送の起点となる固定
位置、又は（例えば、ＯＴＤＯＡ用に）モバイルデバイスによって伝送される信号が測定
される固定位置に依存する。これらの固定位置は、例えば、ＯＴＤＯＡ用の基地局又はビ
ーコン装置の位置、ＵＴＤＯＡ用のロケーション測定ユニット（ＬＭＵ）アンテナ位置、
並びにＥ－ＣＩＤ用の基地局位置に対応しうる。アンカーノードの位置は、さらにＡＥＣ
ＩＤ、ハイブリッド測位などを拡張するために使用してもよい。
【００１０】
　測位アーキテクチャ
　３ＧＰＰでは、位置ベースサービスは、位置サービス（ＬＣＳ）として知られている。
ＬＴＥ測位アーキテクチャにおける３つの主要なネットワーク要素は、ＬＣＳクライアン
ト、ＬＣＳターゲット、及びＬＣＳサーバである。ＬＣＳサーバは、物理エンティティ又
は論理エンティティであり、測定値及び他の位置情報を収集することにより、ＬＣＳター
ゲットデバイスの測位を管理し、必要なときにターゲットデバイスの測定を支援し、ＬＣ
Ｓターゲットの位置を推定する。ＬＣＳクライアントは、ソフトウェアエンティティ及び
／又はハードウェアエンティティであり、１つ又は複数のＬＣＳターゲット、すなわち測
位されているエンティティのために位置情報を取得する目的でＬＣＳサーバと協力して動
作する。ＬＣＳクライアントは、ネットワークノード、外部ノード（すなわち、セルラネ
ットワークの外部のネットワーク）、公衆安全アクセスポイント（ＰＳＡＰ）、ユーザ機
器（又はエンドユーザ無線局に対する３ＧＰＰ用語では「ＵＥ」）、無線基地局（又はＬ
ＴＥシステムにおける「ｅＮｏｄｅＢ」）などの中に存在してよい。場合によっては、Ｌ
ＣＳクライアントは、ＬＣＳターゲット自体の中に存在する。ＬＣＳクライアント（例え
ば、外部ＬＣＳクライアント）は、位置情報を取得するために、ＬＣＳサーバ（例えば、
測位ノード）に要求を送信する。ＬＣＳサーバは、受信した要求を処理且つ処置し、測位
結果（時には速度推定値を含む）をＬＣＳクライアントに送信する。
【００１１】
　場合によっては、位置計算は、ＬＴＥにおける発展型サービングモバイルロケーション
センター（Ｅ－ＳＭＬＣ）又はセキュアユーザプレーンロケーション（ＳＵＰＬ）ロケー
ションプラットフォーム（ＳＬＰ）などの測位サーバによって行われる。他の場合、位置
計算はＵＥによって行われる。後者の手法はＵＥベース測位モードとして知られている一
方で、前者の手法は、ネットワークベース測位、すなわち、ＬＭＵ又はｅＮｏｄｅＢなど
のネットワークノードから収集された測定値に基づくネットワークノードにおける位置計
算、及び測位ネットワークノードにおける位置計算がＵＥから受信された測定値に基づく
ＵＥアシスト測位の両方を含む。
【００１２】
　ＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）は、ＵＥとＥ－ＳＭＬＣとの間の制御プレーンシグナ
リングのための測位プロトコルであり、Ｅ－ＳＭＬＣに用いられてＵＥに支援データを提
供し、且つＵＥに用いられてＥ－ＳＭＬＣに測定値を報告する。ＬＰＰは、ＳＵＰＬのコ
ンテクストにおけるユーザプレーンにおいてなど、制御プレーン領域の外部において利用
することもできるように設計されている。ＬＰＰは、現在ダウンリンク測位に使用されて
いる。
【００１３】
　ＬＴＥ測位プロトコルＡと呼ばれることもあるＬＴＥ測位プロトコルアネックス（ＬＰ
Ｐａ）は、ｅＮｏｄｅＢとＥ－ＳＭＬＣとの間のプロトコルであり、制御プレーンの測位
プロシージャについてのみ仕様化されるが、ｅＮｏｄｅＢに情報を問い合わせることによ
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位用のセル内の測位参照シンボル（ＰＲＳ）のコンフィギュレーション、又はＵＴＤＯＡ
測位用のＵＥのサウンディング参照信号（ＳＲＳ）のコンフィギュレーション、及び／又
はｅＮｏｄｅＢ測定値などの情報を読み出すために使用することができる。ＬＰＰａは、
ダウンリンク測位及びアップリンク測位のために使用してもよい。
【００１４】
　図１は、現在３ＧＰＰで議論されているＵＴＤＯＡアーキテクチャを示し、これは、無
線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）及びコアネットワークに設けられたノード、並びに外
部ＬＣＳクライアントを含む。アップリンク（ＵＬ）測定は、原則的に、図示のＬＴＥの
ｅＮｏｄｅＢ１１０などのいずれかの無線ネットワークノードによって実行してもよく、
ＵＬ測位アーキテクチャは、ロケーション測定ユニット（ＬＭＵ）として知られる特定の
ＵＬ測定ユニットをさらに含み、これは、図１に示されるＵＥ１３０などのターゲットＵ
Ｅによって伝送される信号を測定する論理及び／又は物理ノードである。幾つかのＬＭＵ
の配置オプションが可能である。例えば、図１を参照すると、ＬＭＵ１２０ａは、ｅＮｏ
ｄｅＢ１１０と一体化し、ＬＭＵ１２０ｂは、ｅＮｏｄｅＢ１１０と幾つかの機器、例え
ば少なくともアンテナを共有する。その一方で、ＬＭＵ１２０ｃは、スタンドアロン物理
ノードであり、固有の無線コンポーネントと固有の１つ又は複数の無線アンテナを備える
。
【００１５】
　ＵＴＤＯＡアーキテクチャは完成されていないが、ＬＭＵと測位ノードとの間の通信の
ための通信プロトコルが制定される可能性があり、既存のＬＰＰａ又は類似するプロトコ
ルに追加されるＵＬ測位をサポートするために幾つかの拡張策があるかもしれない。
【００１６】
　ＬＴＥでは、ＵＬ相対的到来時間（ｒｅｌａｔｉｖｅ　ｔｉｍｅ－ｏｆ－ａｒｒｉｖａ
ｌ：ＲＴＯＡ）測定として知られるＵＴＤＯＡ測定は、サウンディング参照信号（ＳＲＳ
）に対して実行される。ＳＲＳ信号を検出するためには、ＬＭＵ１２０は、受信信号に対
して相関関係にあるＳＲＳシーケンスを生成するために多数のＳＲＳパラメータを必要と
する。これらのパラメータは、必ずしもＬＭＵ１２０に知られているわけではない。した
がって、ＬＭＵが、ＳＲＳシーケンスを生成し、ＵＥによって伝送されるＳＲＳ信号を検
出することを可能にするためには、ＳＲＳパラメータは、測位ノードによってＬＭＵに伝
送される支援データ内に提供されなければならない。これらの支援データは、ＳＬｍＡＰ
を介して提供される。しかしながら、これらのパラメータは、概して測位ノードに知られ
ていないことがあり、このため、測位ノードは、ＵＥによってＳＲＳが送信されてＬＭＵ
によって測定されるように、ＳＲＳをコンフィギュレーションするｅＮｏｄｅＢから、こ
の情報を取得しなければならない。この情報（例えば、ＳＲＳ伝送コンフィギュレーショ
ン又は更新ＳＲＳコンフィギュレーション）は、ＬＰＰａにおいて提供されなければなら
ない。
【００１７】
　ＵＬ／ＵＴＤＯＡ測位のために、ＬＰＰａを介してｅＮｏｄｅＢからＥ－ＳＭＬＣへ通
知されうる例示的なパラメータは、例えば、以下の表１に示されるパラメータを備えてよ
い。これらのパラメータの多くは、３ＧＰＰに関する文献の最新版、３ＧＰＰ　ＴＳ　３
６．２１１に記載されており、これは、ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇで入手可能である。
【００１８】
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【００１９】
　Ｅ－ＳＭＬＣから１つ又は複数のＬＭＵにＳＬｍＡＰを介して通知されうる例示的なパ
ラメータは、例えば、以下の表２に示されるパラメータを備えてよい。同様に、これらの
パラメータの多くは、３ＧＰＰに関する文献の最新版、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１に
記載されており、これは、ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇで入手可能である。
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【００２０】

【００２１】
　ＵＬ測位及びＵＴＤＯＡのための測定は、ＵＬ伝送に対して実行される。このようなＵ
Ｌ伝送は、例えば参照信号の伝送又はデータチャネルの伝送を含みうる。ＵＬ－ＲＴＯＡ
は、現在標準化されているＵＴＤＯＡ　ｔｉｍｉｎｇ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔであり、
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サウンディング参照信号（ＳＲＳ）に対して実行されうる。測定結果は、例えばＳＬｍＡ
Ｐを介して、測定ノード（例えばＬＭＵ）によって測位ノード（例えばＥ－ＳＭＬＣ）に
通知される。
【００２２】
　図２は、ダウンリンク（ＤＬ）測位のために３ＧＰＰにおいて議論されている現在のア
ーキテクチャを示し、これも同様に、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）及びコアネッ
トワークに設けられたノード、並びに外部ＬＣＳクライアントを含む。このアーキテクチ
ャは、図１に示されるＵＬ測位アーキテクチャに見られる同じコンポーネントを数多く含
むことが理解されるであろう。しかしながら、図２で２つの追加のコンポーネントが示さ
れる。それらは、サービングゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）及びパケットデータネットワーク
ゲートウェイ（ＰＤＮ　ＧＷ又はＰ－ＧＷ）である。これらのゲートウェイは、Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮネットワークとパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）それぞれに向かうＵＥのイ
ンターフェースを終端させる。
【００２３】
　ＬＰＰは、現在ダウンリンク測位に使用されている。ＬＰＰメッセージは、さらにＬＰ
Ｐ拡張パケットデータユニット（ＥＰＤＵ）を含むことができ、ＬＰＰｅと定義されるオ
ープンモバイルアライアンス（ＯＭＡ）ＬＰＰ拡張は、この可能性を利用する。現在、Ｌ
ＰＰ及びＬＰＰｅは、主にダウンリンク測位のために使用されているが、ＬＰＰａは、Ｄ
Ｌ測位とＵＬ測位の両方に使用してもよい。
【００２４】
　測位結果
　測位結果は、セルＩＤ、パワーレベル、受信された無線信号の強度又は品質などを含む
、取得した測定値を処理した結果である。測位結果は、測定を行った無線ノード（例えば
、ＵＥ又はｅＮｏｄｅＢ又はＬＭＵ）から受信された無線測定値（例えば、タイミングア
ドバンス測定値及びＲＴＴなどのタイミング測定値、又は受信された信号強度などのパワ
ーベース測定値、又は到来角度測定値などの方位測定値）に基づくことが多い。
【００２５】
　測位結果は、幾つかの所定のフォーマットの１つに含められて、ノード間で交換するこ
とができる。通知された測位結果は、例えば、ユニバーサルジオグラフィカルエリア記述
（ＧＡＤ）の７つの形の１つに対応する所定のフォーマットで表される。
【００２６】
　現在、測位結果は、以下の間で信号送信することができる。
・　ＬＣＳターゲット（例えばＵＥ）とＬＣＳサーバ（例えばＬＰＰプロトコルを通して
）、
・　２つの測位ノード、例えば、Ｅ－ＳＭＬＣ又はＳＬＰ（例えば専用インターフェース
を通して）、
・　測位サーバ（例えばＥ－ＳＭＬＣ）と他のネットワークノード（例えば、モビリィテ
ィ管理エンティティ（ＭＭＥ）、モバイル交換センター（ＭＳＣ）、ゲートウェイモバイ
ル位置情報センター（ＧＭＬＣ）、オペレーション及びメンテナンス（Ｏ＆Ｍ）ノード、
自己組織化ネットワーク（ＳＯＮ）ノード、及び／又はドライブ試験の省力化（ｍｉｎｉ
ｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｄｒｉｖｅ　ｔｅｓｔｓ：ＭＤＴ）ノード）、
・　測位ノードとＬＣＳクライアント（例えば、Ｅ－ＳＭＬＣと公衆安全アクセスポイン
ト（ＰＳＡＰ）の間、又はＳＬＰと外部ＬＣＳクライアントの間、又はＥ－ＳＭＬＣとＵ
Ｅの間）。
【００２７】
　緊急測位では、ＬＣＳクライアントは、ＰＳＡＰの中に存在しうることに留意されたい
。
【００２８】
　ＵＬ測位の結果は、少なくとも１つのＵＬ測定値に基づく。ＵＬ測定値は、さらにハイ
ブリッド測位のために使用してもよい。ＵＬ測定値は、測位結果を取得するために、他の
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測定値と一緒に用いてもよい。
【００２９】
　アップリンク測位のための測定
　表題に示唆されているように、アップリンク測位（例えばＵＴＤＯＡ）のための測定は
、アップリンク伝送上で実行される。このようなアップリンク伝送は、例えば、物理信号
又はチャネル伝送の１つ又は複数、例えば、参照信号伝送、ランダムアクセスチャネル伝
送、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）伝送、又はデータチャネル伝送を含み
うる。ＬＴＥアップリンクで伝送される参照信号の幾つかの例は、ＳＲＳ及び復調用参照
信号である。
【００３０】
　ＵＬ相対的到来時間（ＲＴＯＡ）は、現在標準化されているＵＴＤＯＡタイミング測定
である。この測定は、サウンディング参照信号（ＳＲＳ）について実行することができ、
ＳＲＳは、周期的な伝送のためにコンフィギュレーションされることができる。ＳＲＳは
通常複数回伝送されるが、１回伝送されることもありうる。ＳＲＳ伝送は、下記の２つの
トリガータイプのいずれかによってトリガーされることができる。
・　トリガータイプ０：ｅＮｏｄｅＢからの上位層シグナリング。
・　トリガータイプ１：ダウンリンク制御チャネルシグナリングを介する（ＦＤＤ及びＴ
ＤＤ用のＤＣＩフォーマット０／４／１Ａ、並びにＴＤＤ用のＤＣＩフォーマット２Ｂ／
２Ｃ）。
【００３１】
　他の例示的なアップリンク測定は、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１４で規定されているアッ
プリンク測定である。これらの測定は、受信信号強度、受信信号品質、到来角度（ＡｏＡ
）、ｅＮｏｄｅＢ受信から送信までの（Ｒｘ－Ｔｘ）タイミング（ｅＮｏｄｅＢ　ｒｅｃ
ｅｉｖｅ－ｔｏ－ｔｒａｎｓｍｉｔ　（Ｒｘ－Ｔｘ）　ｔｉｍｉｎｇ）、相対的到来時間
（ＲＴＯＡ）の測定、及び無線ネットワークノード（例えば、ｅＮｏｄｅＢ又はＬＭＵ）
によって実行される他の測定を含む。他の周知の測定には、ＵＬ　ＴＤＯＡ、ＵＬ　ＴＯ
Ａ、ＵＬ伝搬遅延などがある。
【００３２】
　マルチアンテナシステム
　マルチアンテナシステムは、シングルユーザ多入力多出力（ＳＵ－ＭＩＭＯ）又はマル
チユーザＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）技法、送信ダイバーシティ、受信ダイバーシティ、
ビームフォーミング、現在３ＧＰＰで標準化されているようなアンテナアレイシステム、
マルチポイント通信（例えば、協調マルチポイント、又はＣｏＭＰ）、分散アンテナシス
テム（ＤＡＳ）などの１つ又は複数のマルチアンテナ伝送技法及び／又はマルチアンテナ
受信技法を使用することができる。１つのノードに関連付けられるアンテナは、例えば、
同一場所に設置されるか、疑似的に同一場所に設置（例えば遅延スプレッドなどの幾つか
のチャネル属性に基づいて）されるか、或いは同一場所に設置されないことがある。
【００３３】
　マルチアンテナシステムは、さらにリモート無線ユニット（ＲＲＵ）又はリモート無線
ヘッド（ＲＲＨ）を配置することができる。ＲＲＵは、単一のユニットであり、ＲＦフロ
ントエンド機能のみが実装されていて、リンク（例えば、ファイバ又は無線リンク）を通
して他のベースバンド・プロセス部（ベースバンドユニット、すなわちＢＢＵ）に接続さ
れる。機能の分散に応じて、ＲＲＵは、幾つかのベースバンド機能も含むことができる。
ＲＲＵは、ＲＲＨとも呼ばれうる。
【００３４】
　マルチアンテナシステムは、複数のキャリア周波数又はコンポーネントキャリア（ＣＣ
）で（並びに／又は異なるＲＦ帯で）作動するマルチキャリアシステムをさらに備えるこ
とができる。マルチキャリアシステムは、以下で説明されるように、キャリアアグリゲー
ション（ＣＡ）を使用することができる。キャリアアグリゲーションでは、異なるＣＣが
同一場所に設置される場合もあるし、同一場所に設置されない場合もある。
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【００３５】
　マルチキャリア又はキャリアアグリゲーションの概念
　ある技術の中でピーク速度を高めるために、マルチキャリア又はキャリアアグリゲーシ
ョンと呼ばれるソルーションが知られている。マルチキャリア又はキャリアアグリゲーシ
ョンシステムにおける各キャリアは、一般的にコンポーネントキャリアと称され、セルと
呼ばれるときもある。簡単に言うと、コンポーネントキャリアは、マルチキャリアシステ
ムにおける個別のキャリアである。キャリアアグリゲーションという用語は、（例えば同
じ意味で呼ばれる）「マルチキャリアシステム」、「マルチセルオペレーション」、「マ
ルチキャリアオペレーション」、「マルチキャリア」伝送及び／又は受信という用語でも
呼ばれる。キャリアアグリゲーションは、アップリンクとダウンリンク方向におけるシグ
ナリング及びデータの伝送に使用される。コンポーネントキャリアの１つは、プライマリ
コンポーネントキャリア（ＰＣＣ）、又は単純にプライマリキャリア又はさらにアンカー
キャリアである。残りのものは、セカンダリコンポーネントキャリア（ＳＣＣ）、又は単
純にセカンダリキャリア又はさらに補助キャリアと呼ばれる。概して、プライマリコンポ
ーネントキャリア又はアンカーコンポーネントキャリアは、必須のＵＥ固有シグナリング
を運ぶ。プライマリコンポーネントキャリアは、キャリアアグリゲーションにおいてアッ
プリンクとダウンリンクの方向の両方に存在する。ネットワークは、異なるプライマリキ
ャリアを同じセクタ又はセルにおいて動作する異なるＵＥに対して割り当てることができ
る。
【００３６】
　キャリアアグリゲーションにおいては、ＵＥは、ダウンリンク及び／又はアップリンク
において２つ以上のサービングセルを有する。すなわち、ＰＣＣとＳＣＣそれぞれについ
て動作する１つのプライマリサービングセルと１つ又は複数のセカンダリサービングセル
である。サービングセルは、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）又はプライマリサービングセ
ル（ＰＳＣ）と同じ意味で呼ばれる。同様に、セカンダリサービングセルは、セカンダリ
セル（ＳＣｅｌｌ）又はセカンダリサービングセル（ＳＣＣ）と同じ意味で呼ばれる。用
語に関わらず、ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌは、ＵＥがデータを受信及び／又は送信するこ
とを可能にする。より具体的には、ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌは、ＵＥによるデータの受
信及び／又は送信のために、ダウンリンク及びアップリンクにおいて存在する。残りの非
サービングセルは、近傍セルと呼ばれる。
【００３７】
　ＣＡに属する複数のコンポーネントキャリアは、同じ周波数帯域（帯域内キャリアアグ
リゲーション）、又は異なる周波数帯域（帯域間キャリアアグリゲーション）、又はそれ
らのいずれかの組み合わせ（例えば、帯域Ａにおいて２つのコンポーネントキャリア、帯
域Ｂにおいて１つのコンポーネントキャリア）に属することができる。さらに、帯域内キ
ャリアアグリゲーションにおけるコンポーネントキャリアは、周波数ドメインにおいて隣
接するか、又は隣接しないことがある（帯域内非隣接キャリアアグリゲーション）。帯域
内隣接アグリゲーション、帯域内非隣接アグリゲーション、及び帯域内アグリゲーション
のうちのいずれかの２つを含むハイブリッド・キャリアアグリゲーションもさらに可能で
ある。異なる技術のキャリア間のキャリアアグリゲーションを使用することは、「マルチ
ＲＡＴ（無線アクセス技術）キャリアアグリゲーション」、又は「マルチＲＡＴマルチキ
ャリアシステム」、又は単純に「ＲＡＴ間キャリアアグリゲーション」とも呼ばれる。例
えば、ＷＣＤＭＡのキャリアとＬＴＥのキャリアは、アグリゲーションされることができ
る。もう１つの例が、ＬＴＥ周波数分割複信（ＦＤＤ）モードのキャリアとＬＴＥ時分割
複信（ＴＤＤ）モードのキャリアのアグリゲーションである。これはさらに同じ意味でマ
ルチデュプレックスキャリアアグリゲーションシステム（ｍｕｌｔｉ－ｄｕｐｌｅｘ　ｃ
ａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）と呼ぶことができる。さらに別
の例は、ＬＴＥキャリア及びＣＤＭＡ２０００キャリアのアグリゲーションである。明瞭
性のために、記載されたような同じ技術内のキャリアアグリゲーションは、「ＲＡＴ内」
キャリアアグリゲーション又は単純に「単一ＲＡＴ」キャリアアグリゲーションとみなす
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ことができる。
【００３８】
　キャリアアグリゲーション内のコンポーネントキャリアは、同じ場所すなわち無線ネッ
トワークノード（例えば、無線基地局、中継装置、モバイル中継装置）に設置される場合
もあり、設置されない場合もある。例えば、複数のコンポーネントキャリアが、異なる位
置から出る場合がある（例えば、同一場所に設置されない複数の基地局から、又は基地局
及びリモート無線ヘッド（ＲＲＨ）から、又は複数のリモート無線ユニット（ＲＲＵ）に
おいて）。組み合わされたキャリアアグリゲーション及びマルチポイント通信技術の良く
知られている例としては、分散アンテナシステム（ＤＡＳ）、リモート無線ヘッド（ＲＲ
Ｈ）、リモート無線ユニット（ＲＲＵ）、及び協調マルチポイント（ＣｏＭＰ）伝送が含
まれる。本明細書に記載の技術は、マルチポイントキャリアアグリゲーションシステム、
並びにキャリアアグリゲーションがないマルチポイントシステムにも適用される。マルチ
キャリアオペレーションは、マルチアンテナ伝送に関連付けて使用することもできる。例
えば、各コンポーネントキャリア上の信号は、２つ以上のアンテナを通してｅＮｏｄｅＢ
によってＵＥに伝送することができる。
【００３９】
　多種多様な配置及びマルチアンテナ配列によって、測位のための測定の選択及びコンフ
ィギュレーションが複雑になる。したがって、測位用の測定ノードを選択してコンフィギ
ュレーションするための技法の改善が必要とされる。
【発明の概要】
【００４０】
　本明細書に記載される解決策の特定の実行形態は、測定ノードが複数アンテナと関連付
けられる特定のシステムで生じる幾つかの問題に対処することができる。このようなシス
テムにおいて、ある無線デバイスのためのＵＬ測定を実行するのに適切な受信アンテナの
セットを、例えば、どのようにして選択し且つどのようにしてコンフィギュレーションす
るかは、簡単ではない場合がある。特に、複数の受信点がＬＭＵに関連付けられるとき、
以下の点について簡単でない場合がある。
・　ＵＥのための測位ノードにおいてどのようにＬＭＵを選択するか、
・　ＵＥによって伝送されるＵＬ無線信号について測定を実行するために、どの受信点（
例えば、アンテナ、アンテナポート、ＲＲＨなど）を使用するか。
【００４１】
　以下の方法（互いに組み合わせることもできる）を含む、様々な技法が以下で詳細に開
示されている。
・　複数の受信点を有する測定ノードを配置する方法、
・　ＵＬ測定を実行するために受信点を決定する方法、
・　複数の受信点に関連付けられる測定ノードを有する配置における検索ウィンドウ調整
、及び
・　複数の受信点を有する測位ノードを有する配置において測定を管理する方法。
【００４２】
　ネットワークノードによって実行される例示的な方法は、無線デバイスによって伝送さ
れる無線信号の測定を制御するための方法であり、前記測定は、２つ以上の受信点に関連
付けられる測定ノードによって実行される。この例示的な方法は、２つ以上の受信点に関
連付けられる少なくとも１つの測定ノードのために受信点コンフィギュレーションを取得
することから開始し、取得されたコンフィギュレーションに基づいて測定を実行するため
に１つ又は複数の受信点を選択することへと続く。次いで、選択された受信点は、測定を
実行するようにコンフィギュレーションされる。幾つかの実施形態では、この例示的な方
法は、少なくとも１つの測定ノードから測定値を受信することをさらに含むことができる
。幾つかの実施形態では、選択された受信点は、同じ測定ノードに関連付けられる２つ以
上の受信点のサブセットを含む。選択された受信点は、同じロケーション又は異なるロケ
ーションに関連付けられることができる。
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【００４３】
　無線デバイスによって伝送される無線信号を測定するように適合される測定ノードにお
ける実行形態に適切な関連方法は、測定ノードに関連付けられる、２つ以上の同一場所に
設置されない受信点のために受信点コンフィギュレーションを取得するところから開始す
る。この方法は、取得したコンフィギュレーションを使用して少なくとも１つの測定を実
行することへと続く。幾つかの実施形態では、この例示的な方法は、測定値を、別のノー
ド、例えば測位ノードに送信することへと続く。幾つかの実施形態では、少なくとも測定
を実行することは、選択的に測定を実行することを含む。幾つかの実施形態では、受信点
コンフィギュレーションを取得することは、別のノードから受信点コンフィギュレーショ
ンを受信することを含む。これらの実施形態又はいずれかの他の実施形態において、受信
点コンフィギュレーションは、受信機無線周波数（ＲＦ）特性、周波数又は周波数範囲、
受信帯域幅、無線周波数（ＲＦ）コンフィギュレーションパラメータ、アンテナコンフィ
ギュレーション、アンテナパターンコンフィギュレーション、アンテナ偏波コンフィギュ
レーション、電波ビームコンフィギュレーション、アンテナアレイコンフィギュレーショ
ン、受信機タイプ、受信信号の測定の基準点、並びに受信点のロケーション又は設置に関
連付けられるパラメータのいずれか１つ又は複数を含むことができる。
【００４４】
　無線デバイスによって伝送される無線信号を測定するように適合される測定ノードにお
ける実行形態に適切な別の関連する方法は、無線デバイスからの無線信号の測定を実行す
るために検索ウィンドウ情報を受信することから開始する。この方法は、検索ウィンドウ
情報に基づいて、少なくとも２つの異なる検索ウィンドウを使用して、測定ノードに関連
付けられる少なくとも２つの受信点に対して測定を実行することへと続く。幾つかの実施
形態では、検索ウィンドウ情報は、共通基準検索ウィンドウを含み、この場合、当該方法
は、受信点の１つに関連付けられる少なくとも測定のために検索ウィンドウを取得するた
めに基準検索ウィンドウを調整することをさらに含むことができる。これらの幾つかの実
施形態では、共通基準検索ウィンドウは、測定ノードのロケーションに基づいており、基
準検索ウィンドウを調整することは、受信点のロケーションに基づく。幾つかの実施形態
では、検索ウィンドウ情報を受信することは、少なくとも２つの受信点のそれぞれについ
ての検索ウィンドウパラメータを受信することを含み、且つ当該方法は、受信された検索
ウィンドウパラメータに基づいて少なくとも２つの受信点のそれぞれに対して検索ウィン
ドウを決定することをさらに含む。幾つかの方法では、少なくとも２つの受信点に対する
検索ウィンドウは、無線デバイスに対する１つ又は複数のモビリティパラメータに基づく
。
【００４５】
　さらに別の関連する方法は、第１ネットワークノードにおける実行形態に適切であり、
１つ又は複数の測定ノードに関連付けられる２つ以上の受信点に対する測定値を取得する
ことから開始し、測定ノードの少なくとも１つは、受信点の２つ以上に関連付けられる。
次に、測定値と受信点を関連付けるルールに基づいて、測定識別子が測定値に割り当てら
れ、各測定識別子は、１つ又は複数の受信点に対応する。最後に、測定値及びこれに対応
する測定識別子は、第２ネットワークノードに転送される。幾つかの実施形態では、この
方法は、受信点に対応する測定識別子を使用して２つ以上の受信点を特定する測定要求を
第１に受信することをさらに含むことができる。
【００４６】
　以上で要約される方法の１つ又は複数を実行するように構成される装置及び／又はその
変形例は、以下でさらに詳細に記載される。これらの装置は、測定ノード及び他のネット
ワークノードを備える。言うまでもなく、本発明は、以上で要約された方法、装置、特性
、及び利点に限定されるものではない。実際には、当業者は、下記の詳細な説明を読み、
添付の図面を参照することで、追加的な特性及び利点を認識するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
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【図１】アップリンク測位のためのＬＴＥ測位アーキテクチャに従ってコンフィギュレー
ションされる例示的なネットワークにおける幾つかのノードを示す。
【図２】ダウンリンク測位のためのＬＴＥ測位アーキテクチャに従ってコンフィギュレー
ションされる例示的なネットワークにおける幾つかのノードを示す。
【図３Ａ】複数の受信点に関連付けられる測定ノードに対する様々なネットワーク配置の
選択肢を示す。
【図３Ｂ】複数の受信点に関連付けられる測定ノードに対する様々なネットワーク配置の
選択肢を示す。
【図３Ｃ】複数の受信点に関連付けられる測定ノードに対する様々なネットワーク配置の
選択肢を示す。
【図３Ｄ】複数の受信点に関連付けられる測定ノードに対する様々なネットワーク配置の
選択肢を示す。
【図４Ａ】複数の受信点コンフィギュレーションを制御する制御ユニットの例を示す。
【図４Ｂ】複数の受信点コンフィギュレーションを制御する制御ユニットの例を示す。
【図４Ｃ】複数の受信点コンフィギュレーションを制御する制御ユニットの例を示す。
【図４Ｄ】複数の受信点コンフィギュレーションを制御する制御ユニットの例を示す。
【図４Ｅ】複数の受信点コンフィギュレーションを制御する制御ユニットの例を示す。
【図５】幾つかの実施形態による、例示的なモバイル端末（ＵＥ）のコンポーネントを示
す。
【図６】例示的な無線ネットワークノードのコンポーネントを示す。
【図７】例示的なネットワークノードのコンポーネントを示すブロック図である。
【図８】測定を制御するための例示的な方法を示すプロセスフロー図である。
【図９】関連する方法を示すプロセスフロー図である。
【図１０】関連する方法を示すプロセスフロー図である。
【図１１】関連する方法を示すプロセスフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　３ＧＰＰのＬＴＥの用語は、本発明を例示するために本開示において使用されているが
、これは、本発明の範囲を、ＬＴＥシステム又はＬＴＥ無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使
用するシステムに限定するとみなすべきではない。ＷＣＤＭＡ、ＷｉＭＡＸ、ＵＭＢ、及
びＧＳＭに基づくシステムを含む他の無線システムも、本開示に含まれるアイデアを利用
することによって利益を得ることができる。さらに、本明細書で開示される発明の技術は
、単一ＲＡＴシステムに限定されず、さらにマルチＲＡＴコンテクスト（ｍｕｌｔｉ－Ｒ
ＡＴ　ｃｏｎｔｅｘｔ）に適用することができる。幾つかの他のＲＡＴの例には、ＬＴＥ
－Ａｄｖａｎｃｅｄ、ＵＭＴＳ，ＨＳＰＡ、ＧＳＭ、ｃｄｍａ２０００、ＷｉＭＡＸ、及
びＷｉＦｉがある。本明細書に記載される実施形態は、さらにシングルキャリア、マルチ
キャリア、及びキャリアアグリゲーションネットワークに適用される。
【００４９】
　またさらに、本明細書に記載の技術及び装置は、単独の実施形態と見なすことができ、
本明細書の記載が明白に他のものを示さない限り、いずれかの組み合わせとして使用する
ことができる。
【００５０】
　「無線デバイス」と「ＵＥ」という用語は、以下の記述において同じ意味で使用される
。ＵＥは、無線インターフェースを装備し、少なくとも無線信号を生成し、且つそれを無
線ネットワークノードに伝送することができる、いずれかのデバイスを含むことができる
。幾つかの無線ネットワークノード、例えば、フェムト基地局、又は「ホーム基地局」、
及びＬＭＵは、ＵＥのようなインターフェースを装備してもよく、場合によっては、ＵＥ
が測位されるのと同じ態様で測位される必要がありうる。一般的に理解されるべきＵＥの
例としては、無線ＰＤＡ、無線装備ラップトップコンピュータ、携帯電話、無線センサ、
固定中継ノード、携帯中継ノード、及びＵＥのようなインターフェースを装備するいずれ
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かの無線ネットワークノード（例えば、スモールＲＢＳ、ｅＮｏｄｅＢ、フェムトＢＳ）
がある。
【００５１】
　「無線ノード」は、無線信号を送信及び／又は受信する能力によって特徴付けられ、少
なくとも送信アンテナ又は受信アンテナを備える。無線ノードは、ＵＥ又は無線ネットワ
ークノードであることができる。無線ノードの幾つかの例としては、無線基地局（ＬＴＥ
におけるｅＮｏｄｅＢ、又はＵＴＲＡＮにおけるＮｏｄｅＢ）、中継装置、モバイル中継
装置、リモート無線ユニット（ＲＲＵ）、リモート無線ヘッド（ＲＲＨ）、無線センサ、
ビーコン装置、ダウンリンク信号を伝送することができる測定ユニット（例えばＬＭＵ）
、ユーザ端末、無線ＰＤＡ、携帯電話、スマートフォン、無線装備ラップトップコンピュ
ータなどがある。
【００５２】
　「無線ネットワークノード」は、無線通信ネットワークにおける無線ノードであり、通
常、固有ネットワークアドレスを有することに特徴付けられる。例えば、セルラネットワ
ークにおけるモバイル機器は、ネットワークアドレスを有しない場合があるが、アドホッ
クネットワークシステムに関わる無線デバイスは、ネットワークアドレスを有する可能性
がある。無線ノードは、１つ又は複数の周波数において作動し、或いは無線信号を受信又
は伝送することができ、単一ＲＡＴ、マルチＲＡＴ、又はマルチスタンダードモードで作
動することができる（例えば、デュアルモードユーザ機器は、ＷｉＦｉとＬＴＥ、又はＨ
ＳＰＡとＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのうちのいずれか１つ又は組み合わせで作動することができ
る）。ｅＮｏｄｅＢ、ＲＲＨ、ＲＲＵ、ＬＭＵ、又は伝送専用ノード／受信専用ノードを
含む無線ネットワークノードは、固有のセルを生成してもよいし生成しなくてもよい。そ
れは、さらに固有のセルを生成する別の無線ノードとセルを共有してもよい。２つ以上の
セルが１つの無線ノードに関連付けられてもよい。さらに、例えば、ＵＥが１つのプライ
マリセル（ＰＣｅｌｌ）と１つ又は複数のセカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）を有することが
できるキャリアアグリゲーションシステムにおいて、（ＤＬ及び／又はＵＬにおける）１
つ又は複数のサービングセルをＵＥのためにコンフィギュレーションしてもよい。セルは
、送信モードに関連付けられる仮想セルであってもよく、仮想セルは、例えば、セルＩＤ
によって特徴付けられるが、十分にセルのようなサービス提供をしない。
【００５３】
　「ネットワークノード」は、無線ネットワークノード又はコアネットワークノードであ
ってよい。ネットワークノードの幾つかの非限定的な例としては、ｅＮｏｄｅＢ、無線ネ
ットワークコントローラ（ＲＮＣ）、測位ノード、ＭＭＥ、ＰＳＡＰ、ＳＯＮノード、Ｍ
ＤＴノード、及びＯ＆Ｍノードがある。以下に記載されているような「連携ノード」は、
ネットワークノードであってよいが、必ずしもネットワークノードであるとは限らない。
【００５４】
　本明細書の幾つかの実施形態に記載される「測位ノード」は、測位の機能を有するノー
ドである。例えば、ＬＴＥにおいては、測位ノードは、ユーザプレーンにおける測位プラ
ットフォーム（例えば、ＬＴＥにおけるＳＬＰ）、或いは制御プレーンにおける測位ノー
ド（例えば、ＬＴＥにおけるＥ－ＳＭＬＣ）と理解することができる。ＳＬＰは、ＳＵＰ
Ｌロケーションセンター（ＳＬＣ）、及びＳＵＰＬ測位センター（ＳＰＣ）から構成され
てよく、ＳＰＣは、Ｅ－ＳＭＬＣとともに専用インターフェースをさらに有してもよい。
測位の機能は、さらに２つ以上のノード間で分割してもよい。例えば、ＬＭＵとＥ－ＳＭ
ＬＣの間にゲートウェイノードが存在する場合があり、ゲートウェイノードは、無線基地
局又は別のネットワークノードであってもよく、この場合、「測位ノード」という用語は
、Ｅ－ＳＭＬＣとゲートウェイノードに関連することができる。テスト環境において、測
位ノードは、テスト機器によってシミュレーション又はエミュレートされてもよい。「測
位ノード」という用語は、少なくとも幾つかの実施形態では、さらに「測位サーバ」とい
う用語と同じ意味で使用することができる。測位サーバ又は測位ノードは、さらに無線デ
バイスにおいてコンフィギュレーションしてもよく、例えば、ネットワークノードである
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場合があるし、ネットワークノードでない場合もある。
【００５５】
　「測定ノード」は、測位測定を実行する無線ノードであり、無線デバイス又は無線ネッ
トワークノード（例えば、ＬＭＵ又はｅＮｏｄｅＢ）であってもよい。ダウンリンク測定
は、通常、１つの無線ネットワークノードによって伝送される少なくとも信号／チャネル
について無線デバイスによって実行される測定である。アップリンク測定は、通常、１つ
又は複数の無線デバイスによって伝送される少なくとも信号／チャネル上について無線ネ
ットワークノードによって実行される測定である。さらに、アップリンク及びダウンリン
クの両方の測定コンポーネント、例えば、Ｒｘ－Ｔｘ又はＲＴＴを含む測定がある。幾つ
かのアップリンク測定では、通常、測定は、無線デバイスによって及びネットワークノー
ド自身によって伝送される信号／チャネルについて無線ネットワークノードによって実行
される。アップリンク測位のための測定、すなわち測位に使用することができる無線測定
の幾つかの例としては、タイミング測定（例えば、ＴＤＯＡ、ＴＯＡ、タイミングアドバ
ンス（タイプ１）及びタイミングアドバンス（タイプ２）、無線ネットワークノードによ
って測定されるＲＴＴ、ＵＴＤＯＡのために定義されるＵＬ　ＲＴＯＡ、ＵＬ伝搬遅延な
ど）、角度測定（例えば、ＡｏＡ）、受信信号強度と受信信号品質の測定がある。これら
の測定の幾つかは、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１４で規定されており、その最新版はｗｗ
ｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇで見付けることができる。アップリンク測定は、少なくとも１つの
アップリンク測定コンポーネント、例えば、２方向測定のアップリンク測定コンポーネン
トを有する測定を含んでよい。提案されている解決策を提供する特定のネットワークにお
いて測定ノードを実装するために使用することができる例示的なネットワークノードは、
以下でより詳しく説明される。
【００５６】
　本明細書で使用される「連携ノード（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｎｇ　ｎｏｄｅ）」という
用語は、１つ又は複数の無線ノード間の無線リソースを連携させるネットワーク及び／又
はノードである。連携ノードの例としては、ネットワーク監視及びコンフィギュレーショ
ンノード、ＯＳＳノード、Ｏ＆Ｍノード、ＭＤＴノード、ＳＯＮノード、測位ノード、Ｍ
ＭＥ、パケットデータネットワークゲートウェイ（Ｐ－ＧＷ）又はサービングゲートウェ
イ（Ｓ－ＧＷ）ネットワークノード　又はフェムトゲートウェイノードなどのゲートウェ
イノード、関係するより小さい無線ノードを連携させるマクロノード、リソースを他のｅ
ＮｏｄｅＢと連携させるｅＮｏｄｅＢなどがある。提案されている解決策を提供する特定
のネットワークにおいて連携ノードを実装するために使用することができる例示的なネッ
トワークノードは、以下でより詳しく説明される。
【００５７】
　本発明の様々な実施形態に関連して以下に記載されるシグナリングは、ダイレクトリン
ク又は論理リンクのいずれかを介する（例えば、上位層プロトコルを介してもよいし、１
つ又は複数のネットワーク及び／又は無線ノードを介してもよいし、これらの組み合わせ
を介してもよい）。例えば、連携ノードからのシグナリングは、別のネットワークノード
、例えば無線ネットワークノードを通過してもよい。
【００５８】
　本明細書の記載で使用される「サブフレーム」という用語（通常ＬＴＥに関連する）は
、時間ドメインにおける例示的リソースであり、一般的には、いずれかの所定の時間の例
又は期間でありうる。本明細書で使用される「測定」という用語は、測定プロセス、又は
その測定プロセスの結果を指すことがある。場合によっては、「測定値」という用語は、
測定プロセスの結果を指すために使用される。同様に、「補正」という用語は、補正プロ
セスを指すことがあるし、他の何らかの値の補正に使用される値、すなわち「補正値」を
指すことがある。
【００５９】
　関連する技術及び装置の背景及び説明を提供する目的で、２０１２年１２月１０日に出
願された国際特許出願番号ＰＣＴ／ＳＥ２０１２／０５１３６４号、及び２０１３年５月
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３日に出願された国際特許出願番号ＰＣＴ／ＳＥ２０１３／０５０４９６号は、それぞれ
内容全体が参照により本願に組み込まれている。さらに、３ＧＰＰ標準文献ＴＳ　３６．
２１１「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　
Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍ
ｏｄｕｌａｔｉｏｎ」１１．０．０版（２０１２年９月）、及び３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．
２１４「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　
Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ；　ｍｅａｓｕｒｅ
ｍｅｎｔｓ」　１１．０．０版（２０１２年９月）は、両方とも本開示のために背景と文
脈を提供する目的で、具体的には、本明細書で使用されているような信号名、パラメータ
名などの多くを定義する目的で、内容全体が参照により組み込まれている。
【００６０】
　ＵＬ測位のための測定ノード選択
　ＵＬ／ＵＴＤＯＡ測位では、Ｅ－ＳＭＬＣは、ＵＥによって伝送されるＵＬ無線信号に
ついての無線測定を実行する支援無線ネットワークノード（例えばＬＴＥにおけるＬＭＵ
）を選択する。選択された測定ノードには、測定ノードが測定をコンフィギュレーション
し実行するのに必要な支援データが（例えばＳＬｍＡＰを通して）提供される。支援デー
タは、汎用データ及び伝送されたＵＬ無線信号のコンフィギュレーションを含んでよい。
ＵＬ無線信号コンフィギュレーションがＥ－ＳＭＬＣとＬＭＵの間の進行中の測定報告処
理の間に変化するとき、Ｅ－ＳＭＬＣは、更新されたコンフィギュレーションを測定ノー
ドに送信してもよい。
【００６１】
　測位ノードは、例えば、ＬＭＵ又はＯ＆ＭノードからのＬＭＵロケーション情報をさら
に含むことができるＬＭＵ情報を受信する。したがって、ＬＭＵ選択は、例えばＬＭＵロ
ケーション情報に基づくことができる。しかしながら、ＬＭＵロケーションは、例えば、
アンテナが測定ノードから遠隔にあるとき、受信アンテナのロケーションを正確に反映す
る場合もあるし、反映しない場合もある。さらに、１つのＬＭＵが、複数のアンテナに関
連付けてもよく、この場合もやはり、複数のアンテナがＬＭＵと正確に同じロケーション
である場合もあるし、そうでない場合もあり、さらに互いに同一場所に配置される場合も
あるし、そうでない場合もあり、或いは異なるカバレージ又はサービング領域を有する場
合がある（例えば、マルチセクタ及び／又は分散アンテナを有するｅＮｏｄｅＢに一体化
されるＬＭＵ）。
【００６２】
　本明細書に詳述される解決策の特定の実行形態は、測定ノードが複数アンテナと関連付
けられる特定のシステムで生じる幾つかの問題に対処することができる。このようなシス
テムにおいて、ある無線デバイスのためのＵＬ測定を実行するのに適切な受信アンテナの
セットを、例えば、どのようにして選択し且つどのようにしてコンフィギュレーションす
るかは、簡単ではない場合がある。　　
【００６３】
　特に、複数の受信点がＬＭＵに関連付けられるとき、以下の点について簡単でない場合
がある。
・　ＵＥのために測位ノードにおいてＬＭＵをどのように選択するか、
・　ＵＥによって伝送されるＵＬ無線信号について測定を実行するために、どの受信点（
例えば、アンテナ、アンテナポート、ＲＲＨなど）を使用するか。
【００６４】
　以下の説明では、幾つかの関連する技術が論じられている。便宜上、これらは、幾つか
のグループに分類されており、「グループ１」、「グループ２」などと指定される。こう
した分類は、技法を説明する目的では役立つが、以下の説明又は技法の仕様で他のことが
明らかに示されていない限り、異なる分類の技法を互いに組み合わせて使用することがで
きることを理解されたい。同様に、ある技法の変形例が、以下の記載において説明される
とき、同じ変形例又は類似する変形例は、以下で使用される説明上の同じ分類に入るかど
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うかに関わらず、類似する技法又は関連する技法にも広く適用することができる。
【００６５】
　グループ１の技法：複数の受信点を有する測定ノードを配置する方法
この分類の幾つかの技法によると、第１ノード（例えば、測定ノード、ＬＭＵ、ｅＮｏｄ
ｅＢ、測位ノード、ＳＯＮノード、連携ノード、Ｏ＆Ｍノード）は、無線デバイスを測位
するための少なくとも１つのＵＬ測定を測定ノードによって実行するための受信点コンフ
ィギュレーションを取得する。これらの技法は、例えば、複数の受信点がその測定ノード
（例えば、ＬＭＵ，ｅＮｏｄｅＢ、ＡＰ）に関連付けられるときに特に関連性がある。本
明細書で使用されるように、「受信点」という用語は、
・　受信アンテナ、
・　受信アンテナ要素、
・　受信アンテナポート（物理的又は論理的）、又は受信機ポート、
・　受信アンテナパネル、
・　アンテナシステム、
・　アンテナアレイ、
・　ＤＡＳにおいて無線信号を受信する要素、
・　ＣｏＭＰシステムのおける受信点、
・　無線デバイスによって伝送される電波を受信するポイント、
・　無線信号を受信することに関連付けられるネットワーク要素、
・　無線ネットワークノード（例えば、ｅＮｏｄｅＢ、ＲＢＳ、ＷＬＡＮアクセスポイン
ト、中継装置、フェムトＢＳ、ＲＲＨ、ＲＲＵなど）又は（例えば、マルチホップ無線ネ
ットワークにおいて）無線信号を受信する別の無線デバイス
・　ネットワーク要素又はノード要素の受信チェーンであって、それを介して受信された
無線信号特性が無線信号処理ユニットに送達される、ネットワーク要素又はノード要素の
受信チェーン、
・　受信された信号測定に対する基準点、
・　無線信号を受信することに関連付けられるロケーション又は設置点
のいずれか１つ又は複数を指すことができることに留意されたい。
【００６６】
　特定の実施形態では、取得された受信点コンフィギュレーションは、別のノードから受
信されてもよいし、メモリ（例えば、第１ノードがアクセス可能なローカルメモリ要素）
から読み取られてもよいし、これらに加えまたはこれらに代えていずれかの他の適切な態
様で第１ノードによって取得されてもよい。したがって、特定の実施形態では、受信点コ
ンフィギュレーションを取得することは、例えば、第１ノードが、第２ノードから受信点
コンフィギュレーションを受信すること、又はメモリから記憶された受信点コンフィギュ
レーションを読み出すことを含む。受信点コンフィギュレーションを取得することは、例
えば、ＵＬ測定を実行するのに使用される受信点（又はそれらの識別子）の１つ又はその
セットを取得することを含むことであってもよい。受信点のセットを取得することは、（
例えば、いずれかの無線デバイス又は特定のタイプの無線デバイスのための）測定ノード
に関連付けられるすべての受信点のセット、或いはすべての利用可能な受信点のセットか
ら選択された１つ又は複数の受信点を取得することを含みうる。さらに、測定ノードが２
つ以上の受信点をサポートできるかどうかを示す測定ノードケーパビリティがあってもよ
く、イベント、トリガー条件、又はこのノードからの要求の下で、このケーパビリティは
別のノード（例えば、測位ノード）にシグナリングされてよい。このケーパビリティに応
じて、他のノードは、例えば、状況に応じて、特定の測位セッションに関連する受信点の
サブセットを選択するか、測定ＩＤを決定することができる。ここに開示されている技法
の幾つかの実施形態では、受信点のセットを取得することは、測定ノードに関連付けられ
る受信点の数を取得すること、及び／又はセットにおける受信点の識別情報を取得するこ
とを含みうる。
【００６７】
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　受信点コンフィギュレーションを取得することは、代替的に、又は追加的に、例えば、
受信点に関連付けられる１つ又は複数のコンフィギュレーションパラメータを取得するこ
とを含んでもよい。前記パラメータは、少なくとも１つの受信無線信号特性、又は信号が
受信されるチャネルの特性（例えば、位相、振幅、受信電力、受信エネルギー、受信信号
品質、受信信号の伝搬遅延又はタイミング、伝搬路、マルチパスプロフィールなど）を決
定する。受信点コンフィギュレーションパラメータの幾つかの例としては、
・　受信機無線周波数（ＲＦ）特性（例えば、ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇで入手可能な３
ＧＰＰ文献、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．１０４で規定されているような）、
・　周波数又は周波数範囲、
・　受信帯域幅、
・　無線周波数（ＲＦ）コンフィギュレーションパラメータ、例えば、受信感度、信号分
割、増幅、アイソレーションなどに関連付けられるパラメータ
・　アンテナコンフィギュレーション（機械的な傾き、電気的な傾き、方位、アンテナ利
得）、
・　アンテナパターンコンフィギュレーション、
・　アンテナ偏波コンフィギュレーション、
・　電波ビームコンフィギュレーション（例えば、利得、幅、水平方向、垂直方向、マル
チビームコンフィギュレーション）、
・　アンテナアレイコンフィギュレーション
・　受信機タイプ（例えば、信号がどれだけ弱まると予測されるかに応じて、または干渉
キャンセル／干渉抑制／干渉除去などの干渉処理（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｈａｎｄ
ｌｉｎｇ）が必要であるかどうかに応じて、等）
・　受信信号の測定の基準点（例えば、基準点がコンフィギュレーション可能であるかど
うか）、並びに
・　前記受信点のロケーション又は設置に関連付けられるパラメータ（例えば、調整可能
でありうる高さ）
がある。
【００６８】
　幾つかの実施形態では、ＵＬ測定を実行するのに使用される受信点（又はそれらの識別
子）のセットを取得すること、並びに受信点に関連付けられる１つ又は複数のコンフィギ
ュレーションパラメータを取得することは、両方とも実行してよい。場合によっては、こ
れらのことは、単一のノード又は複数のノードによって、２つ（又はそれより多くの）ス
テップで実行してよい。幾つかの実施形態では、第１の取得の結果は、第２の取得オペレ
ーションを実行する異なるノードに記憶及び／又はシグナリングされてよい。
【００６９】
　測位されている無線デバイスによって伝送される無線信号は、受信無線信号及び／又は
受信無線信号特性が測定ノードと共有された或いは測定ノードに通信した後に、受信点の
１つ又は複数によって受信される（例えば、１つ又は複数の無線リンク及び／又はケーブ
ルを介して、直接的に、或いは別のノード又はユニットを介して、例えば、ゲートウェイ
又はＡｎｔｅｎｎａ　Ｓｈａｒｉｎｇ　Ｕｎｉｔ（ＡＳＵ）を介して）。測定ノードは、
次いで、少なくとも受信無線信号及び／又はその特性に基づいて、１つ又は複数のＵＬ測
定を実行する。
【００７０】
　複数の受信点に関連付けられる測定ノードを備えるネットワーク配置の幾つかの例が図
３Ａ、３Ｂ、３Ｃ，及び３Ｄにおいて示される。図３Ａは、分散アンテナを有する屋内シ
ステム、或いは無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）アクセスポイントを有する
屋内システムを示す。複数アンテナ又は複数アクセスポイントは、直接的に或いは１つ又
は複数の他のノードを通して、測定ノード（例えば、ＬＭＵ）に接続される複数の受信点
をなす。図３Ｂに示される例示的な配置では、測定ノード（例えば、ＬＭＵ）は、ｅＮｏ
ｄｅＢと同じ位置に配置されているか、ｅＮｏｄｅＢと一体化されている。このｅＮｏｄ
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ｅＢは、指向性アンテナを備える３つのセクタ分割アンテナシステムを有する。したがっ
て、３つの受信点（アンテナの３つのセクタ）は、単一の測定ノードに関連付けられる。
図３Ｂで示されているように、測位されているＵＥは、測定を実行中のｅＮｏｄｅＢに加
えて、又はその代わりに、別のｅＮｏｄｅＢによってサーブされてもよい。
【００７１】
　図３Ｃでは、測定ノード（例えば、ＬＭＵ）は、複数の無線基地局（ｅＮｏｄｅＢｓ）
とアンテナを共有しており、さらにゲートウェイを介して幾つかの無線基地局に接続され
ている。最後に、図３Ｄでは、スタンドアロン測定ノード（例えば、ＬＭＵ）は、固有の
アンテナを有するが、同様にアンテナを共有する別のｅＮｏｄｅにさらに接続される。
【００７２】
　これらの図を見るとわかるように、測定ノードが複数に受信点に関連付けられるとき（
又は、同じ意味で、複数の受信点が測定ノードに関連付けられるとき）、あるＵＥに対し
てＵＬ測定を実行するために、関連付けられた受信点のすべてを常に使用することは、最
適でないかもしれない。
【００７３】
　複数の受信点に対する受信点コンフィギュレーションは、いずれかの幾つかのノードに
よって、取得及び／又は使用されうる。ノードにおいて実行されうる例示的なオペレーシ
ョンは、例えば以下のいずれか１つ又は複数の受信点コンフィギュレーションを取得する
ことを含む。
・　例えば、利用可能な受信点のセットから以前に取得した結果に基づいて決定されたセ
ットから、又は所定のセットから、受信点コンフィギュレーションを決定、計算、特定、
又は選択すること、
・　１つ又は複数の入力パラメータ又は条件に基づいて、どの受信点を使用するか又はそ
れらのコンフィギュレーションを決めること
・　受信点コンフィギュレーションを獲得すること（例えば、測位ノード、Ｏ＆Ｍノード
などの別のノードからの要求に応答して、内部メモリ又は外部メモリ、テーブル、データ
ベースから）
・　別のノードから受信点コンフィギュレーションを受信すること。
【００７４】
　他の例示的オペレーションは、例えば以下のいずれか１つ又は複数の取得された受信点
コンフィギュレーションを使用することを含む。
・　取得された受信点コンフィギュレーションに基づいて、アップリンク測定のために受
信点及び／又は測定ノードを選択すること。一例では、測定ノードのセットは、受信点コ
ンフィギュレーションを取得する前に及び／又は受信点を選択する前に、選択される。別
の例では、（例えば特定のＵＥに対してＬＭＵを支援する）測定ノードのセットは、受信
点コンフィギュレーションを取得した後に及び／又は受信点を選択した後に、選択される
。
・　受信点コンフィギュレーションに基づいてデータを少なくとも１つの第２ノード（例
えば、測定ノード、ｅＮｏｄｅＢ又はＤＡＳ管理ノードなどの受信点コンフィギュレーシ
ョンを制御するノード、別の測位ノード、ＳＯＮノード、ＭＤＴノード、Ｏ＆Ｍノード）
に送信すること。このデータは、例えば、測定ノードに送信されるアップリンク伝送信号
コンフィギュレーションを含む支援データであってもよい。このデータは、無線デバイス
の概略ロケーションの領域（例えば、サービングセル、セルセクタなど）に関連付けられ
た、決定された受信点のセットであってもよく、これらのデータは、例えば、無線デバイ
スに対するＳＲＳ伝送信号コンフィギュレーションと共に（例えばＬＰＰａを介して）サ
ービングｅＮｏｄｅＢから測位ノードに送信されてもよい。このデータは、アップリンク
測定を実行するために又は無線機器をコンフィギュレーションするためにデータを受信す
るノードにおいて使用されてもよく、決定された受信点コンフィギュレーション、例えば
、決定された受信点のセット及び／又は決定された受信点に対するコンフィギュレーショ
ンパラメータを含むことができ、これは、１つ又は複数の測定ノードに関連付けられるこ
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とができる。例えば、測位ノードは、データを（例えばＳＬｍＡＰを介して）ＬＭＵに通
知してもよいし、測位ノードは、データを（例えばＬＰＰａを介して）ＬＭＵとアンテナ
を共有するｅＮｏｄｅＢに通知してもよい。
・　測位される無線デバイスによって伝送される無線信号を受信するために、決定された
受信点をコンフィギュレーションすること。例えば、関連するノードは、関連する受信点
に対して受信点コンフィギュレーションの１つ又は複数のパラメータを設定することによ
って受信点をコンフィギュレーションすることができ（例えば、コンフィギュレーション
パラメータを示す情報を、受信点或いはそれらの受信点に関連付けられた測定ノード又は
他のノードに伝送することによって）、それにより、無線デバイスによって伝送される無
線信号を受信及び／又は処理することが容易となる。
・　決定された受信点のセットに含まれる受信点からのみ、（例えば測定ノードにおいて
）受信無線信号、受信無線信号特性、又はサンプルを選択的に取得及び／又は使用し、且
つそれらをアップリンク測定値を取得するために処理ユニットにおいて使用すること。
・　例えば、決定された受信点のセットに含まれる受信点のみから（例えば、測定ノード
又は測位ノードにおいて）アップリンク測定値を選択的に使用し、且つそれらを無線デバ
イスのための位置計算のために使用すること。
【００７５】
　取得された受信点コンフィギュレーションは、例えばデータベース、或いは内部メモリ
又は外部メモリの中に記憶してもよく、その後、測位のために（例えば、他の無線デバイ
スの測位のために）、又は無線リソース管理（ＲＲＭ）、自己組織化ネットワーク（ＳＯ
Ｎ）管理、ドライブ試験の省力化（ＭＤＴ）、ネットワーク管理、セル計画又は最適化な
どの他の目的のために使用してもよい。
【００７６】
　上記の機能性は、例えば、複数の受信点構成を制御する制御ユニットの例を示す図４Ａ
から図４Ｅで図示されているように、一つ又は複数の制御ユニットにおいて実行すること
ができる。これらの制御ユニットは、上記のステップの１つ又は複数を実行することがで
きる。これらは、機能ブロック、適切なソフトウェアでコンフィギュレーションされるプ
ロセッサ、ハードウェアユニット、又はソフトウェアベース処理とハードウェアベース処
理の組み合わせに相当していてもよい。幾つかの例では、制御ブロックは、同じ位置に配
置されたＬＭＵ及びＲＢＳソルーションのために使用されるＡｎｔｅｎｎａ　Ｓｈａｒｉ
ｎｇ　Ｕｎｉｔ（ＡＳＵ）を含んでよい。特定の実施形態では、この制御ユニットは、プ
ロセッサ（例えば、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）、又は記載された機能を実行するように構成される他の電子回路）
に相当していてもよい。制御ユニットの物理コンポーネントは、単一のノードに配置され
てもよく、又はネットワークの複数のノードを通して分散されてもよい。
【００７７】
　グループ２の技法：アップリンク測定を実行するために受信点を決定する方法
以下に記載される様々な技法は、１つ又は複数のアップリンク測定を実行するために使用
される特定の受信点を決定、すなわち特定又は選択するために使用されうる。アップリン
ク測定を実行するために受信点の１つ又はセットを決定することは、例えば、
・　所定のルール（例えば、１つのロケーションから又は小領域につき１つの受信点）、
・　予めコンフィギュレーションされた又は動的にコンフィギュレーションされた関係構
造（以下に記載のアプローチ１を参照）、
・　測定パフォーマンス統計値（以下に記載のアプローチ２を参照）、
・　測位パフォーマンス統計値（以下に記載のアプローチ３を参照）、又は
・　上記のいずれかの組み合わせ
に基づくことができる。
【００７８】
　測位方法及び測位のための測定のタイプに応じて、１つ又は複数の受信点がアップリン
ク測定に使用されてもよい。
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【００７９】
　アプローチ１：サービングセル情報に基づいた決定
　モバイル端末（３ＧＰＰ技術においてはＵＥ）のためのサービングノード又はサービン
グセルは、通常、測位セッションが開始するときに覚知される。この知識は、受信点のセ
ットを決定するために利用することができる。
【００８０】
　このアプローチによると、受信点のセットを決定するためには、ノード（以下に記載の
グループ１の技法に従って受信点のセットを取得した同じノードでありうる）は、サービ
ングノード又は測位されている無線デバイスのセル識別情報と、関連付けられた受信点の
リストとの間の関係を用いることができる。このリストは、例えば好適な順序で、又は受
信点に対して割り当てられた優先順位で並べることができる。好適な順序又は優先順位は
、幾つかの無線デバイスを測位するために必要な受信点が少なくてもよいときに利用する
ことができる。このようにして、例えば、Ｎ個の「最善な」受信点（例えば、リストにお
ける最初のＮ個の受信点）が選択されうる。リスト及び受信点の優先順位は、例えば、測
位される無線デバイスのタイプにさらに依存してもよい。無線デバイスのタイプは、例え
ば、無線デバイスの伝送能力によって異なる場合がある。したがって、例えば、最大出力
電力３３ｄＢｍを有する無線デバイスについて選択された受信点のリスト又は候補の受信
点のリストは、最大出力電力２３ｄＢｍを有する無線デバイスについてのリストよりも、
長いことがある。別の例では、リスト及び受信点の優先順位は、ターゲット測位のＱｏＳ
（例えば、不確実性と信頼性）に依存してもよい。
【００８１】
　サービングノード又は測位されている無線デバイスのセル識別情報と、関連付けられた
受信点のリストとの間の関係は、テーブル又はリストのセット（例えば、サービングセル
／ノードそれぞれに対して１つのリスト）などのいずれかの様々な構造又は形式を有する
ことができる。その関係の構造は、異なる測位のための測定のタイプ又は測位方法に応じ
て、異なってもよい。
【００８２】
　ノードは、上記の関係を構築及び維持することができ、例えば、セルと関連付けられた
リストに受信点を追加してもよいしそこから除外してもよい。受信点を特定の関係に追加
する又はそこから除外することは、いずれかの幾つかの理由に基づく場合があり、例えば
、測定品質統計値（以下のアプローチ２を参照）、又は測位の正確性（以下のアプローチ
３を参照）などに基づく。ノードは、別のノード（例えば、近傍ノード、ＭＭＥ、Ｏ＆Ｍ
ノード、ＳＯＮノード、測位ノードなど）から少なくとも１つのセル／ノードに対する受
信点のリストを取得してもよいし、内部又は外部データベース、メモリ、コンピュータ可
読媒体などから上記の関係を獲得してもよい。幾つかの実施形態では、ノードは、例えば
Ｘ２、ＬＰＰａ、ＳＬｍＡＰなどを介して、別のノードに上記関係を通知してもよい。
【００８３】
　アプローチ２：測定パフォーマンス統計値に基づいた決定
　この実施形態によると、ノード（以上に記載のグループ１の技法に従って受信点のセッ
トを取得した同じノードでありうる）は、測位されている無線デバイスの概略ロケーショ
ンを示す情報、例えば、以下のいずれか１つ又は複数を考慮しながら、測定パフォーマン
ス統計値を使用してＵＬ測定に使用される受信点を決定する。
・　サービング又は近傍無線ネットワークノード又はセル識別情報（例えば、サービング
セルＥＣＧＩ又はサービングセルＰＣＩ及びＥＡＲＦＣＮ）、
・　地理的領域指標（例えば、ストリート、地域名、フロア、又は領域インデックス）、
・　論理領域指標（例えば、論理領域特定、トラッキングエリア、セル又はセクタ）。
【００８４】
　統計値は、別のノードから取得してもよいし、データベース、内部メモリ又は外部メモ
リ、或いはコンピュータ可読媒体から獲得してもよい。これらの測定パフォーマンス統計
値は、関係する測定の品質を示すいずれかの適切な情報、又は測定がどれだけ適切に実行
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されたかを示すいずれかの他の適切な指標を表してもよい。例えば、特定の実施形態では
、測定パフォーマンス統計値は、測定の標準偏差に基づく特定の関連付けられたＵＬ　Ｒ
ＴＯＡ測定の品質を示すＵＬ　ＲＴＯＡ測定品質基準を表してもよい。
【００８５】
　幾つかの実施形態では、十分な統計値がない場合、測定ノードに関連付けられたすべて
の受信点を、アップリンク測定のために選択してもよい。この後、測定パフォーマンス統
計値（例えば、ＵＬ　ＲＴＯＡ測定品質基準）は、統計処理（例えば、グループ化、平均
化など）を伴って又は伴わずに、データベースに記憶されてもよい。データベース内の例
示的な記録は、例えば、以下のようにフォーマット化されてよい。
＜受信点ＩＤ；　ＵＬ測定品質；　サービングセルＥＣＧＩ；　［他のパラメータ］＞。
【００８６】
　他のパラメータは、例えば、以下のいずれかの１つ又は複数の無線デバイスのロケーシ
ョンをさらに詳述してよい。
・　セルへの距離又はセルへの距離を示す測定値（又は測定領域）、例えば、タイミング
測定値（ＴＡ、ｅＮｏｄｅＢ、Ｒｘ－Ｔｘ、ＲＴＴ、ＴＯＡ）、又は信号強度測定値、
・　近傍セル又は無線ノードの識別子、
・　方位測定又は測定範囲、例えば、到来角度（ＡｏＡ）、
・　環境の種類、例えば室内又は室外、
・　ＵＥ伝送ケーパビリティ又はパワークラス、並びに
・　ＵＥの速度（例えば、ハイウェイは、ＵＥがおそらく１つのセルにあって、他のセル
にはないことを示してよい）。
【００８７】
　以上のパラメータは、ノードが何であるかによって（例えば、無線デバイスによって測
定される、ｅＮｏｄｅＢによって測定される、或いは別のネットワークノードから又は無
線デバイスから受信される）、１つ又は複数の異なるソースから取得することができる。
例えば、ノードが測位ノードである場合、他のパラメータ／測定値は、無線デバイス及び
／又はｅＮｏｄｅＢから受信することができる。別の例では、ノードが測定ノード（例え
ば、ＬＭＵ）である場合、測位されている無線デバイスに対する他の利用可能なパラメー
タ／測定値は、ＵＬ測定のための要求において、ＳＬｍＡＰを介して、測位ノードから受
信することができる。以上のパラメータは、アプローチ１でもさらに使用してもよい。
【００８８】
　利用可能な測定パフォーマンス統計値を考慮すると、幾つかの実施形態では、同じ領域
又は類似する条件における無線デバイスに対するアップリンク測定品質の平均又はパーセ
ンタイル値が閾値を上回る場合に、選択されたリストに受信点を含めてもよい。ドライブ
試験に基づいて、又はリアルライフネットワークにおいて動的に、パフォーマンス統計値
を収集してもよく、且つ評価をトレーニング段階の間に実行してもよい。類似するアプロ
ーチが、アプローチ１における関係のリストを生成するためにも使用されうることに留意
されたい。
【００８９】
　アプローチ３：測位パフォーマンス統計値に基づいた決定
　このアプローチによると、ノードは、測位パフォーマンス統計値に基づいて、受信点を
決定／選択することができる。例えば、測位パフォーマンス統計値をある領域に関連付け
られた受信点の各リストについて収集してもよい（例えば、以上のアプローチ１における
関係の構造を参照）。これらの測位パフォーマンス統計値は、関連する受信点を使用して
実行される測位の試みに対する成功又は失敗のレベルを示すいずれかの適切なテーブル情
報、すなわち、これらの受信点に関する測位の試みに対する品質基準、及び／又は関連す
る受信点に関する測位の試みの結果のいずれかの他の指標を表してもよい。このような測
位パフォーマンス統計値の具体的な例としては、限定されないが、平均値又はパーセンタ
イル値の正確性、測位エラーの測定値（例えば、割合、大きさ）、及び関連する受信点に
関する測位の試みの成功率が含まれる。同じ領域に対して異なるセットを評価してもよく
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、且つ（例えば、平均値又はパーセンタイルの正確性、測位エラーなどの達成された測定
パフォーマンス統計値に基づいて）最善のセットを選択又は優先してもよい。ドライブ試
験に基づいて、又はリアルライフネットワークにおいて動的に、パフォーマンス統計値を
収集してもよく、且つ評価をトレーニング段階の間に実行してもよい。また、類似するア
プローチが、アプローチ１における関係リストを生成するためにも使用されうる。
【００９０】
　グループ３の技法：複数の受信点に関連付けられた測定ノードを有する配置における検
索ウィンドウ調整
　受信機の複雑さ及びリソース消費を減少させるために、検索ウィンドウをアップリンク
測位のための測定のためにコンフィギュレーションしてもよい。例えば、現在、ＬＭＵに
は、測位ノードによるＳＬｍＡＰを介した測定要求において検索ウィンドウが提供されう
る。一例では、検索ウィンドウパラメータは、予測される伝播遅延（検索ウィンドウセン
ターに相当する）及び不確実性（検索ウィンドウのサイズに相当する）によって表すこと
ができる。前者は、受信点とサービングｅＮｏｄｅＢの間の距離を示し、後者は、ＵＥと
サービングｅＮｏｄｅＢの間の距離に対応することができ、例えば、タイミングアドバン
ス（ＴＡ）測定によって決定することができる。
【００９１】
　複数の受信点が測定ノードに関連付けられるとき、同じ検索ウィンドウをすべての受信
点に対して適用できない場合がある。検索ウィンドウが不正確にコンフィギュレーション
されると、例えば、ピークが検索ウィンドウから外れるとき、無線信号が見落されたり、
又は測定が不正確であったりすることがある。この問題を解決するために、幾つかの受信
点に対して検索ウィンドウを調整しなければならない場合がある。「アプローチＡ」及び
「アプローチＢ」と記載される２つのアプローチのいずれか又は両方を様々な実施形態に
おいて使用することができる。
【００９２】
　アプローチＡは、測定受信機における補正に関する。共通基準検索ウィンドウが測定ノ
ードに提供され、測定ノードすなわち受信機は、ある受信点を使用して測定を実行すると
き、この受信点に対して、必要に応じて補正を検索ウィンドウに適用する。基準検索ウィ
ンドウは、基準となるロケーション、例えば測定ノードのロケーションに関連付けられて
よい。
【００９３】
　アプローチＢでは、補正が別のノードによって実行される。このアプローチでは、測定
ノードは、別のノード（例えば、測位ノード）から、異なる受信点に対応する異なる検索
ウィンドウの計算を可能にする検索ウィンドウパラメータを受信する。検索ウィンドウパ
ラメータは、例えば、少なくとも２つの異なる検索ウィンドウコンフィギュレーション、
又は異なる受信点に対して異なる検索ウィンドウを導き出すために適用される少なくとも
１つの補正係数を含んでよい。補正を正確に適用するためには、又は異なる検索ウィンド
ウを導き出すためには、他のノードは、測定ノードのロケーション（基準ロケーションで
あってもよい）だけではなく、さらに受信点のロケーションを認識していなければならな
い。
【００９４】
　両方のアプローチにおいて、補正値は、予めコンフィギュレーションされてメモリに記
憶されてもよいし、別のノードから受信されてもよい。この補正値は、同一場所に設置さ
れる受信点に対して同じである場合があり、受信点ロケーションが基準ロケーションであ
るとき、補正がないすなわち補正値がゼロである場合がある。補正値は、例えば、受信点
と基準ロケーションとの間の距離、及び／又はケーブルの長さに依存してもよい（したが
って、それに基づいて計算されてよい）。受信点は、以上に記載されているように、例え
ばグループ１及び２からの技法を適用することによって、取得されて測定ノードに知られ
るようになっていればよい。
【００９５】



(25) JP 6231573 B2 2017.11.15

10

20

30

40

50

　幾つかの実施形態では、無線デバイスのモビリティを考慮して、例えば、速度ベクトル
、速度、又は移動方向のうちのいずれか１つ又は複数に基づいて、補正の量をさらに調整
してもよい。
【００９６】
　グループ４の技法：複数の受信点を有する測定ノードを有する配置において測定を管理
する方法
　このグループにおける技法によると、同じ測定ノードに関連付けられた複数の受信点を
使用することを可能にするためには、異なる測定識別情報（例えば、測定ＩＤ）が、同じ
測定ノード（例えば、ＬＭＵ）に関連付けられる異なる受信点（アンテナセクタ、ＲＲＨ
、又はアンテナブランチ）に対応する測定値に割り当てられる。このようにして、同じ無
線デバイスのアップリンク伝送のための受信信号の異なるサンプルが、測定ノードにおい
て管理され、且つ異なる測定値を取得するために使用される場合があり、次いで、（例え
ば、ＳＬｍＡＰを介して）測位ノードに報告されることができる。測定ＩＤは、ＵＥ固有
又はＵＥのグループ毎であることができる。１つ又は複数の専用の測定ＩＤは、特定のロ
ケーションサービス、ＵＬ測定タイプ、特定のＵＥのタイプもしくはクライアントのタイ
プ、特定の測定コンフィギュレーション、又は特定のＵＬ伝送タイプもしくはコンフィギ
ュレーションのために取っておくか、又は予めコンフィギュレーションすることができる
。幾つかの実施形態では、測定ＩＤのセットは、異なる周波数及び／又は異なるＲＡＴに
おいて再利用することができる。
【００９７】
　次いで、測定ＩＤは、異なる受信点又はＡｎｔｅｎｎａ　Ｓｈａｒｉｎｇ　Ｕｎｉｔ（
ＡＳＵ）の対応するポートに対して、予め定められている方法又はコンフィギュレーショ
ン可能な方法で、関連付けられるか、又はマッピングされうる。
【００９８】
　このグループ４における技法は、グループ１から３からの技法と種々の方法で組み合わ
せることができる。１つのこのような組み合わされた実施形態では、受信点への測定ＩＤ
のマッピングは、（例えば、グループ１及び／又はグループ２における技法に従って）取
得ステップを実行するノードにおいて、受信点コンフィギュレーション（例えば、受信点
のセット）を取得した後に行ってよい。マッピングは、予め定められてもよいし、コンフ
ィギュレーション可能であってもよいし、別のノードより取得してもよい。マッピングは
、異なる測定ノードに対して同じもよいし異なってもよいし、或いはサイト特有であって
もよい。測定ＩＤの予め定められた範囲が存在してもよい。測定ＩＤのセットは、さらに
測定ノード又はサイトに関連付けられた受信点の数の関数であってよい。それは、１つの
ＵＥについての測定が平行に実行されうるキャリアの数の関数であってもよい（例えば、
アップリンクキャリアアグリゲーションにおけるＵＥのための２つのキャリア）。マッピ
ングは、１つ又は複数のノード、例えば、測定ノード、測位ノード、Ｏ＆Ｍノード、ＳＯ
Ｎノード、ｅＮｏｄｅＢ、制御ユニット（例えば、図４を参照）、並びに／或いはアンテ
ナ共有モジュール（ソフトウェア及び／又はハードウェア）において実行／記憶／維持し
てよい。
【００９９】
　グループ４の技法による実行の一例によると、測位ノードは、１つ又は複数の測定ノー
ドに対する受信点の１つ又は複数を取得することができ、且つ選択された受信点に基づい
て測定ＩＤを決定することができる。次いで、測定ＩＤは、別のノード、例えば測定要求
におけるＬＭＵなどの測定ノードに送信することができる。次いで、ＵＬ測定は、前記決
定された測定ＩＤに従って実行することができる。例えば、測定ノード（例えば、測位ノ
ード又は別のノードからマッピングを受信することによって、或いは予め定められたルー
ルを適用することによって、測位ノードによって適用されるマッピングを認識しているで
あろう）は、ＵＬ測定値が、受信された測定ＩＤに基づいて選択された受信点から取得さ
れることを保証する。取得されたアップリンク測定値は、次いで、測位ノードに折り返し
報告することができる。
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【０１００】
　１つの実施形態では、測定要求及び測定報告には、常に最大でＭ個の測定ＩＤが存在し
てもよい。Ｍは、当該領域において配置されたアンテナシステムに依存してもよい。例え
ば、Ｍ＝１は、測定ノードが、その測定ノードに関連付けられる受信点のセットの中の１
つの受信点（別のノードによって示される又はその測定ノードによって決定される）を常
に使用する必要があることを示してもよい。測位されている同じ無線デバイスに対する異
なる測定ＩＤは、同じメッセージ又は異なるメッセージにおいて送信してよく、且つ同じ
又は異なる手順及び／又は処理に関連付けてよい。
【０１０１】
　測定ノードに関連付けられる受信点のセットは、別のノード、例えば、測位ノード、又
はＯ＆Ｍノード、又はｅＮｏｄｅＢに知らせてよい。受信点のセットを取得すること（グ
ループ１及び２を参照）は、測定ノード又はすべての利用可能な受信点のセットから選択
された１つ又は複数の受信点に関連付けられるすべての受信点のセットを取得することを
含んでよい。測定ノードが２つ以上の受信点をサポートする能力があるかどうかを示す、
測定ノードケーパビリティがあってもよい。測定ノードに関連付けられる受信点が常に最
大で１つある場合、測定ＩＤは、マッピングなしで、例えばランダムに、又は測定を要求
する際に例えば測位ノードによって決定されるいずれかの柔軟な順序で割り当てられても
よい。
【０１０２】
　これらの技法の幾つかの実施形態によるネットワークノード（例えば、測位ノード）に
おける例示的なステップは、以下の通りである。
１．測位される無線デバイスのために測定ノードのセット及び受信点のセットを取得する
（グループ１及び２の技法を参照）。
２．選択された測定ノードそれぞれに対して、１つ又は複数の選択された受信点を測定Ｉ
Ｄの１つ又は複数にマッピングする。
３．選択された測定ノードそれぞれに、対応する１つ又は複数の測定ＩＤを含む測定要求
を送信する。
４．対応する１つ又は複数の測定ＩＤを有する測定報告を受信する。
【０１０３】
　同様に、これらの技法の幾つかの実施形態による測定ノードにおける例示的なステップ
は、以下の通りである。
　１．１つ又は複数の測定ＩＤを含む測定要求を受信する。
　２．１つ又は複数の測定ＩＤに対応する受信点から受信された無線信号を取得する（測
定ノードは、測位ノードにおいて適用されるマッピングを知っているべきである。例えば
、マッピングは、予め定められてもよいし、コンフィギュレーションされてもよい。ある
いは、マッピングは、測定ノードと測位ノードの間で、いずれの方向においても、ダイレ
クトリンク（例えばＳＬｍＡＰ）を介して、又は別のノード（例えばＯ＆Ｍ）を介して、
交渉または交換されてもよい、或いは例えば、ＬＰＰａ又はＯ＆Ｍを介して、ｅＮｏｄｅ
Ｂと測位ノードの間で、交渉または折衝されてもよい）。
　３．前記受信点からの受信信号を使用して測定を実行する。
　４．測定に使用される受信点に対応する測定ＩＤと共に、測定報告において測定値を測
位ノードに報告する。
【０１０４】
　例示的な方法
　図８から図１１におけるプロセスフロー図は、以上に記載の幾つかの技法の一般化され
た例を示す。図８では、例えば、グループ１の技法に従って、無線デバイスによって伝送
される無線信号の測定を制御するための、ネットワークノードによって実行されるような
方法を示す。測定は、２つ以上の受信点に関連付けられる測定ノードによって実行される
。以上に記載のグループ１の技法の変形例は、図示のプロセスフローに等しく適用され、
図示のプロセスは、以上に記載の他の技法とさらに組み合わせることができることが理解
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されるであろう。
【０１０５】
　図８のプロセスフローは、ブロック８１０で示されるように、２つ以上の受信点に関連
付けられる少なくとも１つの測定ノードのために受信点コンフィギュレーションを取得す
ることから開始する。ブロック８２０で示されるように、この方法は、取得されたコンフ
ィギュレーションに基づいて、測定を実行するために１つ又は複数の受信点を選択するこ
とへと続く。最後に、ブロック８３０で示されるように、選択された受信点は、測定を実
行するようにコンフィギュレーションされる。
【０１０６】
　幾つかの実施形態では、図示の方法は、少なくとも１つの測定ノードから測定値を受信
することをさらに含んでよい。幾つかの実施形態では、選択された受信点は、同じ測定ノ
ードに関連付けられる２つ以上の受信点のサブセットを含む。選択された受信点は、同じ
ロケーション又は異なるロケーションに関連付けられうる。
【０１０７】
　幾つかの実施形態では、図示の方法は、測定ノードからケーパビリティ情報を受信する
ことをさらに含んでよく、ケーパビリティ情報は、異なる受信点からの信号についての測
定を管理する測定ノードの能力を特徴付ける。これらの実施形態では、１つ又は複数の受
信点を選択することは、受信されたケーパビリティ情報にさらに基づいてよい。
【０１０８】
　幾つかの実施形態では、取得された受信点コンフィギュレーションは、別のノードに送
信されてもよい。受信点コンフィギュレーションを取得することは、幾つかの実施形態で
は、別のノードから受信点コンフィギュレーションを受信すること、或いは他の実施形態
では、例えば、メモリ又はデータベースから記憶された受信点コンフィギュレーションを
読み出すことを含んでよい。
【０１０９】
　幾つかの実施形態は、取得された受信点コンフィギュレーションに基づいて、１つ又は
複数の測定ノードから受信された測定値を選択的に使用することを含む。
【０１１０】
　様々な実施形態では、受信点コンフィギュレーションは、受信機無線周波数（ＲＦ）特
性、周波数又は周波数範囲、受信帯域幅、無線周波数（ＲＦ）コンフィギュレーションパ
ラメータ、アンテナコンフィギュレーション、アンテナパターンコンフィギュレーション
、アンテナ偏波コンフィギュレーション、電波ビームコンフィギュレーション、アンテナ
アレイコンフィギュレーション、受信機タイプ、受信信号の測定の基準点、並びに受信点
のロケーション又は設置に関連付けられるパラメータの１つまたは複数を含むことができ
る。
【０１１１】
　幾つかの実施形態は、取得された受信点コンフィギュレーションに基づいて、１つ又は
複数の測定ノードに対する１つ又は複数の検索ウィンドウパラメータをコンフィギュレー
ションすることをさらに含んでよい。
【０１１２】
　受信点のサブセットを選択することは、幾つかの実施形態では、無線デバイスのための
サービングセルとサブセット内の受信点の間の関係に基づいて、受信点のサブセットを決
定することを含んでよい。受信点のサブセットは、無線デバイスの概略ロケーションに基
づいて、及びサブセット内の受信点ロケーションに基づいて、代替的に又は追加的に選択
されてもよい。この選択は、幾つかの実施形態では、サブセット内の受信点に対応する測
定パフォーマンス統計値に基づいてよい。幾つかのこれらの後者の実施形態は、無線デバ
イスに対して実行される測位のための測定のための測定パフォーマンス情報を受信するこ
と、及び受信された測位パフォーマンス情報に基づいて測定パフォーマンス統計値を更新
することをさらに含んでよい。
【０１１３】
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　幾つかの実施形態では、受信点のサブセットを選択することは、サブセット内の受信点
に対応する測定パフォーマンス統計値にさらに基づいて、受信点のサブセットを決定する
ことを含んでよい。幾つかのこれらの実施形態は、無線デバイスに対して実行される測位
オペレーションのための測位パフォーマンス情報を受信すること、及び受信された測位パ
フォーマンス情報に基づいて測位パフォーマンス統計値を更新することをさらに含んでよ
い。
【０１１４】
　幾つかの実施形態では、無線デバイスに対して測位のための測定を実行するために、選
択されたサブセットに関連付けられる１つ又は複数の測定ノードをコンフィギュレーショ
ンすることをさらに含んでよい。これらの実施形態及びさらに別の実施形態は、選択され
たサブセットのための識別子を第２ネットワークノードに送信することを含んでよい。
【０１１５】
　図９は、関連する方法を示すプロセスフロー図であり、この方法は、無線デバイスによ
って伝送される無線信号を測定するように適合される測定ノードにおける実行形態に適切
である。ブロック９１０に示されるように、この方法は、測定ノードに関連付けられる、
２つ以上の同一場所に設置されない受信点のための受信点コンフィギュレーションを取得
することから開始する。ブロック９２０に示されるように、この方法は、取得したコンフ
ィギュレーションを使用して少なくとも１つの測定を実行することへと続く。
【０１１６】
　幾つかの実施形態では、示された方法は、測定値を、別のノード、例えば測位ノードに
送信することへと続く。幾つかの実施形態では、少なくとも測定を実行することは、選択
的に測定を実行することを含む。
【０１１７】
　幾つかの実施形態では、受信点コンフィギュレーションを取得することは、別のノード
から受信点コンフィギュレーションを受信することを含む。これらの実施形態又はいずれ
かの他の実施形態において、受信点コンフィギュレーションは、受信機無線周波数（ＲＦ
）特性、周波数又は周波数範囲、受信帯域幅、無線周波数（ＲＦ）コンフィギュレーショ
ンパラメータ、アンテナコンフィギュレーション、アンテナパターンコンフィギュレーシ
ョン、アンテナ偏波コンフィギュレーション、電波ビームコンフィギュレーション、アン
テナアレイコンフィギュレーション、受信機タイプ、受信信号の測定の基準点、並びに受
信点のロケーション又は設置に関連付けられるパラメータのいずれか１つ又は複数を含ん
でよい。
【０１１８】
　図１０は、別の関連する方法を示し、この方法も、無線デバイスによって伝送される無
線信号を測定するように適合される測定ノードにおける実行形態に適切である。ブロック
１０１０で示されるように、この方法は、無線デバイスからの無線信号の測定を実行する
ために検索ウィンドウ情報を受信することから開始する。ブロック１０２０に示されるよ
うに、この方法は、検索ウィンドウ情報に基づいて、少なくとも２つの異なる検索ウィン
ドウを使用して、測定ノードに関連付けられる少なくとも２つの受信点に対して測定を実
行することへと続く。
【０１１９】
　幾つかの実施形態では、検索ウィンドウ情報は、共通基準検索ウィンドウを含み、この
場合、当該方法は、受信点の１つに関連付けられる少なくとも測定値のために検索ウィン
ドウを取得するために基準検索ウィンドウを調整することをさらに含んでよい。これらの
幾つかの実施形態では、共通基準検索ウィンドウは、測定ノードのロケーションに基づい
ており、基準検索ウィンドウを調整することは、受信点のロケーションに基づく。
【０１２０】
　幾つかの実施形態では、検索ウィンドウ情報を受信することは、少なくとも２つの受信
点のそれぞれについての検索ウィンドウパラメータを受信することを含み、且つ当該方法
は、受信された検索ウィンドウパラメータに基づいて少なくとも２つの受信点のそれぞれ
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に対して検索ウィンドウを決定することをさらに含む。幾つかの方法では、少なくとも２
つの受信点に対する検索ウィンドウは、無線デバイスに対する１つ又は複数のモビリティ
パラメータに基づく。
【０１２１】
　図１１は、さらに別の関連する方法を示し、この方法は、第１ネットワークノードにお
ける実行形態に適切である。ブロック１１１０に示されるように、この方法は、１つ又は
複数の測定ノードに関連付けられる２つ以上の受信点に対する測定値を取得することから
開始する。測定ノードの少なくとも１つは、受信点の２つ以上に関連付けられる。次に、
ブロック１１２０に示されるように、測定値と受信点を関連付けるルールに基づいて、測
定識別子が測定値に割り当てられる。各測定識別子は、１つ又は複数の受信点に対応する
。最後に、ブロック１１３０に示されるように、測定値及びこれに対応する測定識別子は
、第２ネットワークノードに転送される。幾つかの実施形態では、図示の方法は、受信点
に対応する測定識別子を使用して２つ以上の受信点を特定する測定要求を第１に受信する
ことをさらに含んでよい。
【０１２２】
　例示的実行形態
　以上に記載されるように、記載の技法は、図８から図１１に示される方法及びその変形
例を含め、様々な要素を含む電気通信ネットワークにおいて実行されうる。例えば、図１
に示されるように、提案された解決策の特定の実行形態は、ネットワークを利用してよい
。このネットワークは、ユーザ機器（ＵＥ）の１つ又は複数の例をサーブし、且つ無線ネ
ットワークノード（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）などのコンポーネント、及び様々な異なるタ
イプのネットワークノード（例えば、測位ノード、測定ノード、連携ノード）を含む。こ
れらのコンポーネントは、ハードウェア及び／又はソフトウェアのいずれかの適切な組み
合わせを含むデバイスに相当していてもよいが、図５から図７は、記載の技法の特定の実
行形態における使用に適切でありうるこれらのデバイスの例示的な実施形態を示す。さら
に、図１は、簡略化するために、様々なネットワークノードのそれぞれを別個のコンポー
ネントとして示す。しかし、これらのいずれかのネットワークノードは、同じ物理的デバ
イスを、ネットワークノードのうちの別のもの又は無線ネットワークノードのうちの任意
のものとして表すことがある。例えば、特定の実施形態では、測定ノードは、ｅＮｏｄｅ
Ｂ又は他の無線ネットワークノードの一部として実装されてもよい。
【０１２３】
　図５は、例示的なＵＥ５００を示す。このＵＥ５００は、記載された解決策の特定の実
行形態において利用することができる。例示的なＵＥ５００は、プロセッサ５１０（例え
ば、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ、デジタルロ
ジック、又は幾つかのこれらの組み合わせ）、メモリ５２０、トランシーバ５３０、及び
アンテナ５４０を備える。特定の実施形態では、移動通信デバイス又は他の形態のＵＥに
よって提供されるような上述の機能の幾つか又は全ては、図５に示されるメモリ５２０な
どのコンピュータ可読媒体に記憶されている命令を実行するＵＥプロセッサ５１０によっ
て提供してもよい。このような実施形態では、プロセッサ５１０及びメモリ５２０は共に
１つの処理回路とみなすことができる。ＵＥの代替実施形態は、図５に示したもの以外の
追加のコンポーネントを備えてよい。追加のコンポーネントは、上述の機能のいずれか及
び／又は上述の解決策をサポートするために必要ないずれかの機能を含む、ＵＥの特定の
態様の機能を提供する役割を果たしうる。
【０１２４】
　同様に、図６は、例示的な無線ネットワークノード６００を示す。この無線ネットワー
クノード６００は、記載された技法の特定の実行形態において利用することができる。こ
の例示的な無線ネットワークノード６００は、プロセッサ６１０、メモリ６２０、トラン
シーバ回路６３０、アンテナ６４０、並びに無線通信ネットワークにおいて無線ネットワ
ークノード６００を他のノードに接続するネットワークインタフェース回路６５０を含む
。特定の実施形態では、移動基地局、基地局コントローラ、ＮｏｄｅＢ、拡張ＮｏｄｅＢ
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て提供される上述の機能の幾つかまたは全てを、図６に示すメモリ６２０などのコンピュ
ータ可読媒体に記憶される命令を実行する基地局プロセッサ６１０によって提供すること
ができる。このような実施形態においても、プロセッサ６１０及びメモリ６２０は共に１
つの処理回路とみなすことができる。無線ネットワークノードの代替実施形態は、追加の
コンポーネントを備えてもよい。追加のコンポーネントは、以上で特定された機能のいず
れか及び／又は上述の解決策をサポートするために必要ないずれかの機能を含む追加の機
能を提供する役割を果たす。
【０１２５】
　図７は、例示的なネットワークノード７００を示し、このネットワークノードは、記載
された解決策の特定の実行形態において利用することができる。この例示的なネットワー
クノードの１つ又は複数の例は、記載された解決策を提供するようなコンポーネントを利
用するネットワークにおける連携ノード、測位ノード、及び測定ノードのいずれか又は全
てを、個別に又は一緒に、実行するために使用されうる。例示的なネットワークノード７
００は、プロセッサ７１０、メモリ７２０、及びネットワークインタフェース回路７３０
を含む。特定の実施形態では、様々なタイプのネットワークノードによって提供される上
述の機能の幾つか又は全ては、図７に示されるメモリ７２０などのコンピュータ可読媒体
に記憶される命令を実行するノードプロセッサ７１０によって提供することができ、した
がって、プロセッサ７１０とメモリ７２０は共に１つの処理回路を提供する。ネットワー
クノードの代替実施形態は、追加のコンポーネントを備えてよい。追加のコンポーネント
は、以上で特定された機能のいずれか及び／又は上述の解決策をサポートするために必要
ないずれかの機能を含む追加の機能を提供する役割を果たす。
【０１２６】
　これらの変形例及び拡張例、並びに他の変形例及び拡張例を前提として、当業者であれ
ば、前述の説明及び添付の図面が、データパケットネットワークにおける負荷分散を促進
するために本明細書で教示されているシステム及び装置の非限定的な例を表すことを理解
するであろう。そのため、本発明は前述の説明及び添付の図面によって限定されない。そ
の代わりに、本発明は、以下の特許請求の範囲及びその法的均等物によってのみ限定され
る。
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