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(57)【要約】
【課題】位置を測定する方法を提供すること。
【解決手段】本発明の一実施例によれば、端末が、サー
ビス提供セルから、測位基準信号（ＰＲＳ）のために割
り当てられた帯域幅に対する情報を受信するステップと
、端末が、少なくとも一つの隣接セルから、ＰＲＳのた
めに割り当てられた帯域幅に対する情報を受信するステ
ップと、帯域幅の間に差が存在するかを判定するステッ
プと、判定の結果に基づいて、端末が、サービス提供セ
ル及び少なくとも一つの隣接セルから送信されたＰＲＳ
の間の時間差を測定するステップと、を含むことができ
る。
【選択図】図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基準セルからの基準信号に基づいて、端末が観測到達時間差（ＯＴＤＯＡ）を測定する
方法であって、
　サービス提供セルの測位基準信号（ＰＲＳ）に割当てられた第１帯域幅に関する情報を
取得するステップと、
　隣接セルのＰＲＳに割当てられた第２帯域幅に関する情報を取得するステップと、
　前記基準セルのＰＲＳに割当てられた第３帯域幅に関する情報を取得するステップと、
　前記サービス提供セルの前記第１帯域幅と、前記隣接セルの前記第２帯域幅と、前記基
準セルの前記第３帯域幅とのうち最も小さい帯域幅を選択し、前記最も小さい帯域幅にお
いて利用可能なサブフレーム数を設定した状態で、前記隣接セルのうち一つの信号と前記
基準セルの前記基準信号との間の相対時間差である基準信号時間差（ＲＳＴＤ）を測定す
るステップと、を有する方法。
【請求項２】
　サーバから、位置情報の種別を示す情報を要求する位置情報要求（ＲｅｑｕｅｓｔＬｏ
ｃａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）メッセージを受信するステップと、
　前記位置情報要求メッセージに応答して、前記サーバに位置情報提供（Ｐｒｏｖｉｄｅ
ＬｏｃａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）メッセージを送信するステップと、を更に有
する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記位置情報提供メッセージは位置測定値を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記隣接セルのセル識別子を含むＯＴＤＯＡ支援データを受信するステップを更に有す
る、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＯＴＤＯＡ支援データは、前記第２帯域幅に関する情報と、前記第３帯域幅に関す
る情報とを更に含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＯＴＤＯＡ支援データは、
　セル特定基準信号用のアンテナポートの数を示す、アンテナポート設定に関する情報と
、
　前記隣接セルのうち前記一つと前記基準セルとの間のスロット番号オフセットに関する
情報と、
　前記基準セルの第１ＰＲＳサブフレームと、前記隣接セルのうち前記一つの第１ＰＲＳ
サブフレームとの間のＰＲＳのサブフレームオフセットに関する情報とを含む、請求項４
に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＯＴＤＯＡ支援データは、複数のセル間で前記端末が測定すると予想される予想Ｒ
ＳＴＤ値に関するフィールドを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　基準セルからの基準信号に基づいて、観測到達時間差（ＯＴＤＯＡ）を測定する端末で
あって、
　信号を送受信するための送受信部と、
　制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　サービス提供セルの測位基準信号（ＰＲＳ）に割当てられた第１帯域幅に関する情報を
取得し、
　隣接セルのＰＲＳに割当てられた第２帯域幅に関する情報を取得し、
　前記基準セルのＰＲＳに割当てられた第３帯域幅に関する情報を取得し、
　前記サービス提供セルの前記第１帯域幅と、前記隣接セルの前記第２帯域幅と、前記基
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準セルの前記第３帯域幅とのうち最も小さい帯域幅を選択し、前記最も小さい帯域幅にお
いて利用可能なサブフレーム数を設定した状態で、前記隣接セルのうち一つの信号と前記
基準セルの前記基準信号との間の相対時間差である基準信号時間差（ＲＳＴＤ）を測定す
るように構成される、端末。
【請求項９】
　前記制御部は、さらに、
　サーバから、位置情報の種別を示す情報を要求する位置情報要求（ＲｅｑｕｅｓｔＬｏ
ｃａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）メッセージを受信し、
　前記位置情報要求メッセージに応答して、前記サーバに位置情報提供（Ｐｒｏｖｉｄｅ
ＬｏｃａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）メッセージを送信するように構成される、請
求項８に記載の端末。
【請求項１０】
　前記位置情報提供メッセージは位置測定値を含む、請求項９に記載の端末。
【請求項１１】
　前記制御部は、さらに、前記隣接セルのセル識別子を含むＯＴＤＯＡ支援データを受信
するように構成される、請求項８に記載の端末。
【請求項１２】
　前記基準セルは前記隣接セル及び前記サービス提供セルの中から選択される、請求項１
に記載の方法。
【請求項１３】
　前記基準セルは前記隣接セル及び前記サービス提供セルの中から選択される、請求項８
に記載の端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末の位置を測定する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　第２世代（２Ｇ）移動体通信とは、音声をデジタルで送受信することを指すものであり
、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、世界移動体通信システム（ＧＳＭ（登録商標））など
がある。ＧＳＭ（登録商標）から進化して一般パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）が提案
された。ＧＰＲＳは、ＧＳＭ（登録商標）システムをベースとして、パケット交換データ
サービスを提供するための技術である。
【０００３】
　第３世代（３Ｇ）移動体通信は、音声だけでなく、映像とデータを送受信できるように
する。第３世代パートナシッププロジェクト（３ＧＰＰ）は、移動体通信システム（例え
ば、ＩＭＴ－２０００）を開発し、無線アクセス技術（ＲＡＴ）として広帯域符号分割多
元接続（ＷＣＤＭＡ（登録商標））を採択した。ＩＭＴ－２０００及びＲＡＴ（例えば、
ＷＣＤＭＡ（登録商標））を、ヨーロッパでは、はん用移動体通信システム（ＵＭＴＳ）
と称する。そして、ＵＴＲＡＮは、ＵＭＴＳ地上無線接続網の略称である。
【０００４】
　一方、第３世代移動体通信は第４世代移動体通信に進化している。
【０００５】
　第４世代移動体通信技術として、３ＧＰＰで検討された長期進化網（ＬＴＥ）技術及び
米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）で検討されたＩＥＥＥ ８０２.１６技術が導入された。Ｌ
ＴＥは「進化ＵＴＲＡＮ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）」の用語を用いる。
【０００６】
　第４世代移動体通信技術は、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）及び直交周波数分割多
元接続（ＯＦＤＭＡ）を採用する。ＯＦＤＭは、複数の直交副搬送波を用いる。ＯＦＤＭ
は、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）及び逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）の直交特性を用い
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る。送信器は、データにＩＦＦＴを施し、データを送信する。受信器は、元のデータを復
元するために、受信信号に対してＦＦＴを施す。送信器は、複数の副搬送波を連結するた
めにＩＦＦＴを使用し、受信器は、複数の副搬送波を分割するために対応するＦＦＴを使
用する。
【０００７】
　一方、第３世代又は第４世代移動体通信システムは、端末の位置を提供する位置情報サ
ービスを提供するために、端末の位置を計算するための機能を有する。
【０００８】
　現在、端末の位置を測定するための様々な方法がある。例えば、端末が属するセルの識
別子を伝送するセル識別子（Ｃｅｌｌ　ＩＤ）方法、端末から各基地局まで到達する無線
信号の時間を測定して、三角測量によって端末の位置を計算する方法、及び衛星を用いる
方法などがある。
【０００９】
　セル識別子ベース（例えば、セルサービス範囲（ｃｅｌｌ　ｃｏｖｅｒａｇｅ））の方
法において、端末（ＵＥ）の位置はサービス提供基地局（例えば、サービス提供ノードＢ
（ｓｅｒｖｉｎｇ　ｎｏｄｅ　Ｂ）の位置によって推定される。サービス提供ノードＢ及
びセルに関する情報は、呼出し（ｐａｇｉｎｇ）手順、回線交換位置登録エリア（ｌｏｃ
ａｔｉｏｎ　ａｒｅａ）更新手順、セル更新手順、ＵＴＲＡＮ位置登録エリア（ＵＴＲＡ
Ｎ　Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ、ＵＲＡ）更新手順、又は位置登録エリア更新手順によっ
て取得することができる。
【００１０】
　セルサービス範囲ベースの位置情報は、利用されたセルのセル識別子、サービス領域識
別子、又はサービス提供セルと関連した位置の地理的座標として表すことができる。位置
情報は、サービス品質（ＱｏＳ）の推定（例えば、精度に関する）、及び位置推定値を得
るために用いた位置決め方法（又は方法のリスト）を含む。
【００１１】
　地理的座標が位置情報として使用される場合、端末の推定位置は、サービス提供セル（
例えば、サービス提供ノードＢの位置）、サービス提供セルサービス範囲の中心、又はセ
ルサービス範囲内の固定された位置であってもよい。また、地理的位置は、セル特定の地
理的位置と共に、周波数分割２重通信（ＦＤＤ）における往復時間（Ｒｏｕｎｄ　Ｔｒｉ
ｐ　Ｔｉｍｅ、ＲＴＴ）、又は時分割２重通信（ＴＤＤ）における受信タイミング偏差測
定及び端末の先行タイミングに関する情報のような他の可用情報を組み合わせて取得する
ことができる。
【００１２】
　一方、衛星を用いる方法において、端末は、全球航法衛星システム（ＧＮＳＳ）信号を
受信することができる無線受信器を備えなければならない。ＧＮＳＳの例として、全球測
位システム（ＧＰＳ）及びガリレオを挙げることができる。ここで、異なるＧＮＳＳ（例
えば、ＧＰＳ、ガリレオ）は、端末の位置を測定するために、個別に又は組み合わせて用
いることができる。
【００１３】
　また、三角測量技術を用いる方法は、二つの類型技術に分けることができる。一つは、
アップリンク到着時間差（Ｕ－ＴＤＯＡ）位置決め方法であり、もう一つは、観測到着時
間差－ダウンリンク待機期間（ＯＴＤＯＡ－ＩＰＤＬ）方法である。
【００１４】
　まず、Ｕ－ＴＤＯＡ位置決め方法は、端末から送信され、四つ以上の位置測定単位（Ｌ
ＭＵ）で受信された信号の到着時間（ＴＯＡ）の測定に基づく。この方法は、ＴＯＡを正
確に測定するために、測定される端末に近接したＬＭＵが必要である。測定される地理的
座標値を取得した後に、端末の位置は双曲線三辺（ｈｙｐｅｒｂｏｌｉｃ　ｔｒｉｌａｔ
ｅｒａｔｉｏｎ）測量を通じて計算することができる。この方法は、いかなる変更も無し
で既存の端末で動作する。ほとんどの場合、セルサービス範囲半径内に深く存在する端末
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は、他のセルから信号を受信する必要がない。端末は、セルサービス範囲の縁に移動する
場合にだけ、他のセルから信号を受信し、他のセルにハンドオーバする。これは、端末の
位置に関係なく、端末が一つ以上のセルから受信しなければならない端末位置取得手順に
反する。
【００１５】
　次に、ＯＴＤＯＡ－ＩＰＤＬ方法は、端末がフレームタイミング（例えば、システムフ
レーム番号（ＳＦＮ）によって観察した時間差）について行った測定を含む。
【００１６】
　図１
【００１７】
　図１は、ＯＴＤＯＡ方法の一例を示す。
【００１８】
　図１を参照すると、ＯＴＤＯＡ－ＩＰＤＬ方法は、端末がフレームタイミング（例えば
、ＳＦＮによって観察した時間差）について行った測定を含む。このような測定は、ネッ
トワークにおける端末の位置を計算するために用いられる。ＯＴＤＯＡ－ＩＰＤＬの最も
簡単な場合は待機期間（ｉｄｌｅ　ｐｅｒｉｏｄｓ）がない場合である。この場合、単に
、ＯＴＤＯＡと呼ぶことができる。ノードＢは、潜在的に隣接ノードＢの受信能力（ｈｅ
ａｒａｂｉｌｉｔｙ）を改善するために、ダウンリンクで待機期間を提供することができ
る。端末において、このような待機期間を提供することは選択事項である。
【００１９】
　このように、ＯＴＤＯＡ技術において、端末は、タイミング差を測定しなければならな
い。しかし、各セルに割り当てられた帯域幅が互いに異なる場合には、端末は、タイミン
グ差の測定が困難である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　したがって、本明細書では、上記の問題点を解決するための方法を提案する。すなわち
、本発明の特徴は、各セルに割り当てられた帯域幅が互いに異なるという問題を解決する
ための方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記の技術的課題を解決するために、本発明の一実施例に係る位置を測定するための方
法は、端末が、サービス提供セルから、測位基準信号（ＰＲＳ）のために割り当てられた
帯域幅に関する情報を受信するステップと、端末が、少なくとも一つの隣接セルから、Ｐ
ＲＳのために割り当てられた帯域幅に関する情報を受信するステップと、帯域幅の間に差
が存在するかを判定するステップと、判定の結果に基づいて、端末が、サービス提供セル
及び少なくとも一つの隣接セルから送信されたＰＲＳの間の時間差を測定するステップと
、を含むことができる。
【００２２】
　帯域幅は、周波数内（ｉｎｔｒａ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）に基づく関係を有することが
できる。
【００２３】
　測定するステップは、差が存在すると、帯域幅の中で最も広い帯域幅を選択するステッ
プと、最も広い帯域幅に基づいて、時間差を測定するための少なくとも一つのパラメータ
を設定するステップと、パラメータによってＰＲＳの間の時間差を測定するステップと、
を含むことができる。パラメータは、測定の精度に関する第１パラメータ、及び測定のた
めに利用可能なサブフレームの数に関する第２パラメータを含むことができる。
【００２４】
　測定するステップは、差が存在すると、第１基地局のＰＲＳと隣接基地局のＰＲＳとの
間の間隔を要求する要求メッセージを送信するステップを含むことができる。
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【００２５】
　間隔の間に、端末は、第１基地局からデータを受信してはならない。
【００２６】
　測定するステップは、差が存在すると、帯域幅の中で最も狭い帯域幅を選択するステッ
プと、最も狭い帯域幅に基づいて、時間差を測定するための少なくとも一つのパラメータ
を設定するステップと、パラメータによってＰＲＳの間の時間差を測定するステップと、
を含むことができる。
【００２７】
　選択するステップは、第１基地局が基準セルでない場合、最も狭い帯域幅を選択するス
テップを含むことができる。
【００２８】
　測定するステップは、第１基地局に、設定されたパラメータに関する情報を送信するス
テップを更に含むことができる。
【００２９】
　本発明の他の実施例に係る第１基地局によって行われる位置を測定する方法は、第１基
地局が、少なくとも一つの隣接基地局から、隣接基地局の測位基準信号（ＰＲＳ）のため
に割り当てられた帯域幅に関する情報を受信するステップと、隣接基地局の帯域幅と第１
基地局のＰＲＳのために割り当てられた帯域幅との間に差が存在するかを判定するステッ
プと、差が存在すると、帯域幅が互いに同一になるようにする手順を行うステップと、を
含むことができる。
【００３０】
　上記の手順は、第１基地局の帯域幅と同一になるように帯域幅を調整するように隣接基
地局に要求する制御信号を送信するステップを含むことができる。
【００３１】
　手順は、第１基地局の帯域幅を隣接基地局の帯域幅と同一になるように調整するステッ
プを含むことができる。
【００３２】
　本発明の更に他の実施例に係る端末は、サービス提供セルから、測位基準信号（ＰＲＳ
）のために割り当てられた帯域幅に関する情報を受信し、少なくとも一つの隣接セルから
、ＰＲＳのために割り当てられた帯域幅に関する情報を受信する送受信部と、帯域幅の間
に差が存在するかを判定し、判定の結果に基づいて、サービス提供セル及び少なくとも一
つの隣接セルから送信されたＲＰＳの間の時間差を測定するように構成される制御部と、
を含むことができる。
【００３３】
　本発明の更に他の実施例に係る基地局は、少なくとも一つの隣接基地局から、隣接基地
局の測位基準信号（ＰＲＳ）のために割り当てられた帯域幅に関する情報を受信する送受
信部と、隣接基地局のＰＲＳのために割り当てられた帯域幅及び第１基地局のＰＲＳのた
めに割り当てられた帯域幅の間に差が存在するかを判定する制御部と、を含み、差が存在
すると、制御部は、帯域幅が互いに同一になるようにする手順を行うことができる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、各セルに割り当てられた帯域幅が互いに異なる状況で、端末がタイミ
ング差を測定することができる。また、本発明によれば、各セルが他のセルと帯域幅を同
期化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】ＯＴＤＯＡ方法の一例を示す図である。
【図２】ＯＴＤＯＡ方法においてＰＲＳを検出する一例を示す図である。
【図３】セルＡ及びＢからの伝搬遅延の一例を示す図である。
【図４】二つのセル間の相対的送信時間差の一例を示す図である。
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【図５】サービス提供セルからの干渉を防止するための３サブフレームの必要性の一例を
示す図である。
【図６】位置伝送手順の一例を示す図である。
【図７】ＦＤＤモードにおけるＲＳＴＤ報告時間要求事項を示す図である。
【図８】サービス提供セルによって割り当てられた帯域幅が、少なくとも一つの隣接セル
によって割り当てられた帯域幅と異なる一例を示す図である。
【図９】サービス提供セル及び隣接セルにおいて最も長い帯域幅を考慮してＰＲＳを測定
する本発明の第１実施例を示す図である。
【図１０】一つのセルの帯域幅が、他のセルの帯域幅と同一になるように調整される本発
明の第２実施例を示す図である。
【図１１】本発明の第３実施例を示す図である。
【図１２】本発明の第３実施例に係る測定間隔の一例を示す図である。
【図１３】サービス提供セルが基準セルとして規定されず、サービス提供セルによって割
り当てられた帯域幅が、目標セルによって割り当てられた帯域幅よりも広い場合を示す図
である。
【図１４】サービス提供セルが基準セルとして規定されず、サービス提供セルによって割
り当てられた帯域幅が、目標セルによって割り当てられた帯域幅よりも狭い場合に発生す
る問題を示し、第４実施例による解決方法を示す図である。
【図１５】本発明に係る端末１００及び基地局２００を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　本明細書では、端末の位置測定技術が提供されるが、これに限定されるものではない。
本明細書の内容は、本発明の技術的特徴を適用することができるいかなる通信システム及
び方法にも適用することができる。
【００３７】
　本明細書で使用される技術用語は、単に、特定の実施例を説明するために使用されたも
ので、本発明を限定しようとする意図ではないことに留意しなければならない。また、本
明細書で使用される技術用語は、本明細書で特別に他の意味で規定されない限り、本発明
の属する技術分野における通常の知識を有する者によって一般的に理解される意味で解釈
しなければならず、過度に包括的な意味で解釈したり、過度に縮小された意味で解釈した
りしてはならない。また、本明細書で使用される技術的な用語が、本発明の思想を正確に
表現できない誤った技術用語である場合には、当業者が正しく理解できる技術用語で代替
して理解すべきであろう。また、本発明で使用される一般的な用語は、辞典の定義に従っ
て、又は前後の文脈によって解釈しなければならず、過度に縮小された意味で解釈しては
ならない。
【００３８】
　また、本明細書で使用される単数の表現は、文脈上明らかに他の意味を表すものでない
限り、複数の表現を含む。本出願において、「含む」又は「有する」などの用語は、明細
書上に記載された様々な構成要素、又は様々なステップを必ずすべて含むものと解釈して
はならず、追加的な構成要素又はステップを更に含むこともあると解釈しなければならな
い。
【００３９】
　また、本明細書で使用される第１、第２などのように序数を含む用語は、様々な構成要
素を説明するために使用できるが、構成要素は、上記の用語によって限定されてはならな
い。上記の用語は、一つの構成要素を他の構成要素から区別する目的でだけ使用される。
例えば、本発明の権利範囲を外れない限り、第１構成要素を第２構成要素と呼んでもよく
、同様に、第２構成要素を第１構成要素と呼んでもよい。
【００４０】
　ある構成要素が他の構成要素に「連結」又は「接続」されていると言及された場合には
、その他の構成要素に直接的に連結又は接続されていることもあるが、その構成要素間に
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他の構成要素が存在することもある。反面、ある構成要素が他の構成要素に「直接連結」
又は「直接接続」されていると言及された場合には、その構成要素間に他の構成要素が存
在しないと理解すべきであろう。
【００４１】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の好ましい実施例を詳細に説明し、図番に関係な
く同一又は類似の構成要素には同一の参照番号を付与し、これに関する重複説明は省略す
る。また、本発明を説明するにあたって、関連する公知技術に関する具体的な説明が、本
発明の要旨を曖昧にすると判断される場合は、その詳細な説明を省略する。また、添付の
図面は、本発明の思想を容易に理解できるようにするためのものに過ぎず、添付の図面に
よって本発明の思想が制限されるものと解釈してはならないことに留意すべきである。本
発明の思想は、添付の図面以外に、すべての変更物、均等物及び代替物にまで拡張される
ものと解釈しなければならない。
【００４２】
　以下、端末という用語が使用されるが、端末は、ユーザ装置（ＵＥ）、移動装置（ＭＥ
）、移動機（ＭＳ）、利用者端末（ＵＴ）、加入者局（ＳＳ）、移動加入者局（ＭＳＳ）
、無線機器、携帯機器、接続端末（ＡＴ）と呼んでもよい。
【００４３】
　添付の図面を参照して本発明を説明する前に、本発明の理解を助けるために、本発明の
明細書で説明された技術を簡略に説明する。
【００４４】
　本発明の実施例は、端末が、同一のＥ－ＵＴＲＡ絶対無線周波数チャネル番号（ＥＡＲ
ＦＣＮ）を用いて複数のセルから送信された位置参照信号（ＰＲＳ）を受信する、３ＧＰ
Ｐ標準ベースのＯＴＤＯＡ技術を使用する。そして、端末は、基準信号時間差（ＲＳＴＤ
）を測定する。このように、本発明の一実施例は、ＲＳＴＤの測定の精度を向上させるた
めの技術を提供する。
【００４５】
　精度に関する要求事項は、３ＧＰＰ標準文書 ＴＳ３６．１３３に規定されている。具
体的には、隣接セルによってＰＲＳに割り当てられた送信帯域幅による精度を満足しなけ
ればならない。ここで、ＰＲＳのチャネルに割り当てられた帯域幅は、ＰＲＳ自体が送信
される帯域幅に依存しない。したがって、目標（ｔａｒｇｅｔ）隣接セルによってＰＲＳ
のチャネルに割り当てられた帯域幅に関する情報を取得した後、端末は、当該チャネルを
介してＰＲＳを受信し、サービス提供セルのＰＲＳと目標隣接セルのＰＲＳとの間のＲＳ
ＴＤを計算し、その後、計算されたＲＳＴＤの情報を送信する。
【００４６】
　しかし、標準文書は、サービス提供セル及び隣接セルがＰＲＳに同一の帯域幅を割り当
てると理想的に仮定する。しかし、サービス提供セルによって割り当てられた帯域幅は、
隣接セルによって割り当てられた帯域幅と異なることがある。この場合、端末は、単純に
サービス提供セルの帯域幅だけを考慮し、同一のＥＡＲＦＣＮ送信を用いる隣接セルの帯
域幅を考慮しないため、精度が低下し、要求事項を満たすことは難しい。
【００４７】
　したがって、本発明の一実施例は、帯域幅が互いに異なる場合にも、測定の精度を向上
させることができる方法を提供する。
【００４８】
　以下では、本発明の好ましい実施例を、添付の図面を参照して詳細に説明する。
【００４９】
　図２及び図３
【００５０】
　図２は、ＯＴＤＯＡ方法において測位基準信号（ＰＲＳ）を検出する一例を示す。そし
て、図３は、セルＡ及びＢからの伝搬遅延の一例を示す。
【００５１】
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　端末がサービス提供セルに接続されているとき、端末が目標セルから信号を受信しよう
と試みることを仮定すると、二つの状況が可能である。
【００５２】
　図２（ａ）を参照すると、１番目の状況は、サービス提供セルであるセルＡからの経路
損失が、目標セルであるセルＢからの経路損失よりも小さい場合である。
【００５３】
　図２（ｂ）を参照すると、２番目の状況は、サービス提供セルであるセルＡからの経路
損失が、目標セルであるセルＢからの経路損失とほぼ同一である場合である。
【００５４】
　２番目の状況において、セルＢから測定された信号が、信号の感知及び測定に必要なエ
ネルギーよりも十分なエネルギーを有している場合、両セルから信号が類似した強度で端
末に受信される。
【００５５】
　１番目の状況において、セルＢから受信された信号は、セルＡから受信された信号に比
べて非常に小さくなって端末に到達する。自動利得制御（ＡＧＣ）と呼ばれる端末信号増
幅チェーンは、ＡＤ変換器（ＡＤＣ）の動的範囲に適するように、受信された全体信号を
増幅する。セルＡから受信された信号が、セルＢから受信された信号よりも大きいときは
、受信された全体信号は、セルＡからの信号とほぼ同一になる。ＡＧＣが増幅利得を調整
するとき、すべての受信された信号に適用されるため、セルＢから受信された信号は、Ａ
ＤＣの量子化誤差内で失われる可能性がある。したがって、１番目の状況で信号シーケン
スの測定順序がよく設計されているかに関係なく、端末は、セルＢからの信号シーケンス
をほとんど感知できない。
【００５６】
　１番目の状況で言及したような状況を克服するために、サービス提供セルは、待機期間
又は非送信期間を設定することができる。これは、効果的にセルＡからの信号を除去して
、セルＢからの信号に適応し、セルＢからの信号に適切なＡＤＣを適用できるようにする
。
【００５７】
　信号が空間（空気）を通じて送信されるとき、信号の伝搬遅延がある。例えば、二つの
信号が別個の送信点から同時に送信されても、信号受信器の位置によって異なる時間に受
信されることがある。図３は、セルＡよりもセルＢから遠くに位置した端末の例を示す。
【００５８】
　したがって、配置されたセルが同期化されたか否かに関係なく、別個のセルからの信号
は、別個のタイミングで受信される。１００ｋｍを最大のセル半径とするシステムの場合
、端末側で発生し得る最大の伝搬遅延は、約０．３３４ｍｓ（＝１００［ｋｍ］／３００
０００［ｋｍ／ｓ]）である。同期化されたセルにおいては、最も大きい信号偏差は、受
信側で±０．３３４ｍｓとなる。非同期のセルにおいては、信号は既に同期はずれになっ
ているかも知れない。サブフレームの観点で、二つのセル間の最大偏差は、±０．５ｍｓ
（又はサブフレームの半分）である。二つのセル間のサブフレームタイミング差が０．５
ｍｓよりも大きい場合、基準サブフレームは再定義され得るため、相対的な時間差は、±
０．５ｍｓより小さいか又は同一である。もちろん、これは、サブフレームの長さが１ｍ
ｓであり、すべての送信及び測定はサブフレーム単位で行われる場合を仮定したものであ
る。
【００５９】
　図４及び図５
【００６０】
　図４は、二つのセル間の相対的な送信時間の差の一例を示す。図５は、サービス提供セ
ルからの干渉を防止するための３サブフレームの必要性の一例を示す。
【００６１】
　図４（ａ）は、二つのセル間の相対的な送信時間の差が０ｍｓであることを示す。図４
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（ｂ）は、二つのセル間の相対的な送信時間の差が０．５ｍｓであることを示す。図４（
ｂ）は、二つのセル間の相対的な送信時間の差が０．７５ｍｓであることを示しているが
、これは、他の観点では負の０．２５ｍｓの時間差となる。
【００６２】
　目標セルから信号を受信するサービス提供セルにおいて、サービス提供セルからの信号
干渉なしに目標セルから信号を受信するために、最大３個のサブフレームが待機状態であ
る必要がある。
【００６３】
　サービス提供セルの待機サブフレームタイミング及び目標セルの信号送信タイミングの
測定に応じて、連続的な１、２、又は３の待機サブフレームを構成する必要がある。
【００６４】
　したがって、サービス提供セルと測定目標セルとの間のタイミング関係によって、シス
テムで連続的な１、２（又は３）の待機サブフレームを有するようにネットワークを構成
することができる。また、端末は、サービス提供セルの１番目の待機サブフレームの開始
を基準として測定された信号遅延を報告することができる。これは、測定された信号の相
対的遅延を計算する方法を基地局に提供し、信号遅延測定が最大３ｍｓとなるように制限
する。
【００６５】
　端末が、サブフレームの境界又は目標セルの無線フレーム境界を読み取ることなく測定
を行うために、サービス提供セルは、サービス提供セルのシステムフレーム番号と、サブ
フレーム番号によって測定された近似のサブフレームタイミング及び目標セルの識別子（
ＩＤ）とを端末に知らせることができる。さらに、サービス提供セルは、目標セルの測定
された信号の周波数位置及び測定信号帯域幅を端末に知らせることができる。これは、端
末が目標セルの探索及び目標セルの同期化過程なしに測定信号をブラインド検出できるよ
うにする。
【００６６】
　目標セルから測定を行うために必要な情報は、サービス提供セルが同報してもよい。こ
れは、実際の目標セルの識別子を含む。これは、ネットワークが基地局の正確な位置を既
に知っているため可能である。これは、サービス提供セルが隣接セルを認識できるように
し、サービス提供セルと同じ位置の送信アンテナを有するセルのように、遅延測定の向上
に寄与しないセルを除去できるようにする。
【００６７】
　図６
【００６８】
　図６は、位置伝送手順の一例を示す。
【００６９】
　図６を参照して、位置情報伝送手順を説明する。
【００７０】
　１）まず、サーバは、サービスの品質に関連する位置情報の種別を示す位置情報を要求
するために、目標セルに位置情報要求（ＲｅｑｕｅｓｔＬｏｃａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ）メッセージを送信する。
【００７１】
　２）目標セルは、位置情報を伝送するために、位置情報提供（ＰｒｏｖｉｄｅＬｏｃａ
ｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）メッセージをサーバに送信する。伝送された位置情報
は、サーバが追加位置情報を明示的に許容しない限り、第１ステップで要求された位置情
報と一致するか、部分集合でなければならない。このメッセージは、手順終了の表示を含
むことができる。
【００７２】
　３）目標セルは、位置情報を伝送するために、サーバに追加的な位置情報提供（Ｐｒｏ
ｖｉｄｅＬｏｃａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）メッセージを送信する。伝送された
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た位置情報一致するか、部分集合でなければならない。最後のメッセージは、手順終了の
表示を含むことができる。
【００７３】
　一方、ＯＴＤＯＡ－隣接セル情報目録は、他のセルのＰＲＳの測定を容易にするために
、ネットワークを介して送信することができる。
【００７４】
　ＯＴＤＯＡ－隣接セル情報目録は、ＯＴＤＯＡ支援データのための隣接セル情報を提供
するために、位置サーバによって用いられる。ＯＴＤＯＡ－隣接セル情報目録は、目標装
置の演繹的位置推定の最良の結果によって並べられる。すなわち、目標装置は、増加する
隣接セル目録の順序で測定を提供することが予想される。
【００７５】
　表１は、ＡＳＮ．１における隣接セル情報要素の条件付き存在を示す。
【表１】

【００７６】
　また、表２は、ＯＴＤＯＡ－隣接セル情報目録のフィールドの説明を示す。
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【表２】

【００７７】
　一方、ＰＲＳの構成は、下記の通りである。
【００７８】
　ＰＲＳの送信のためのセル特定サブフレームオフセット及びセル特定サブフレーム設定
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る。ＰＲＳは、設定されたダウンリンクサブフレームでだけ送信される。ＰＲＳは、例外
的なサブフレームでは送信されない。ＰＲＳは、上位層で設定された連続的なダウンリン
クサブフレームで送信される。
【００７９】
　ＰＲＳは、例えば、ダウンリンクサブフレームの１番目のサブフレームにある。
【００８０】
　表３は、ＰＲＳのサブフレーム構成を示す。
【表３】

【００８１】
　一方、ＰＲＳの測定は、次に説明する。
【００８２】
　ＯＴＤＯＡ支援データと共に、隣接セルの物理層セルＩＤが提供される場合、３ＧＰＰ
 ＴＳ ３６．２１１に規定されるように、最小限、ｎ＝１６であるセルのために、基準セ
ルを含んで、下記の式で与えられるＴRSTD ｍｓの間に、基準セルと同一のキャリア周波
数で、端末は、周波数内ＲＳＴＤを検出し、測定することができる。
　ＴRSTD＝ＴPRS（Ｍ－１）＋Δ　（ｍｓ）
　ここで、ＴRSTDは、ｎセルを検出し、測定するための総時間である。ＴPRSは、３ＧＰ
Ｐ ＴＳ ３６．２１１に規定されたセル特定位置サブフレーム設定期間である。Ｍは、下
記の表に規定されたＰＲＳ位置場合の数である。それぞれのＰＲＳ位置は、３ＧＰＰ Ｔ
Ｓ ３６．２１１に規定されたＮPRS（１≦ＮPRS≦６）の連続的なダウンリンク位置サブ
フレームを含む。

【数１】

は、サンプリング時間及び処理時間を含む単一ＰＲＳ位置場合の測定時間である。
【００８３】
　表４は、ＰＲＳ測位実施の回数を示す。
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【００８４】
　端末物理層は、基準セル及び少なくとも（ｎ－１）隣接セルのうち下記の条件を満たす
すべての隣接セルｉのＲＳＴＤを報告することができる。
【００８５】
　基準セルのすべての周波数帯域について、

【数２】

【００８６】
　隣接セルｉのすべての周波数帯域について、

【数３】

【００８７】
【数４】

の条件は、少なくともＬ＝Ｍ／２回のＰＲＳ測位を実施するすべてのサブフレームに適用
される。
【００８８】
　周波数帯域１、４、６、１０、１１、１８、１９、２１についてＰＲＰ １，２｜ｄＢ
ｍ≧－１２７ｄＢｍ
【００８９】
　周波数帯域９についてＰＲＰ １，２｜ｄＢｍ≧－１２６ｄＢｍ
【００９０】
　周波数帯域２、５、７についてＰＲＰ １，２｜ｄＢｍ≧－１２５ｄＢｍ
【００９１】
　周波数帯域３、８、１２、１３、１４、１７、２０についてＰＲＰ １，２｜ｄＢｍ≧
－１２４ｄＢｍ
【００９２】
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【数５】

は、ＰＲＳリソース要素（ＲＥ）当たりの、総雑音及び干渉の平均受信電力スペクトル密
度に対する各ＰＲＳ ＲＥ別平均受信電力の割合で規定される。ここで、比率は、ＰＲＳ
を有するすべてのＲＥに対して測定される。
【００９３】
　３ＧＰＰ ＴＳ ３６．３５５に規定されたＯＴＤＯＡ－提供支援データ（Ｐｒｏｖｉｄ
ｅＡｓｓｉｓｔａｎｃｅＤａｔａ）メッセージ内のＯＴＤＯＡ支援データの後で時間上最
も近いＰＲＳ位置の１番目のサブフレームから始まるＴＲＳＴＤが、下図に示すように端
末の物理層に送信される。
【００９４】
　すべての測定された隣接セルｉのためのＲＳＴＤ測定の精度は、精度の要求事項に従わ
なければならない。
【００９５】
　図７
【００９６】
　図７は、ＦＤＤモードでＲＳＴＤ報告時間要求事項を示す。
【００９７】
　図７に示されたように、測定報告は、ダウンリンク制御チャネル（ＤＣＣＨ）の他のＬ
ＰＰ信号によって遅延しない。この測定報告遅延は、アップリンクＤＣＣＨの送信時間間
隔（ＴＴＩ）に測定報告を挿入するときに発生する不確実な遅延を排除する。遅延不確実
性は、２個のＴＴＩ ＤＣＣＨである。この測定報告遅延は、端末が測定報告を送信する
ためのアップリンクリソースがないことによって発生する遅延を除く。
【００９８】
　表５は、ＲＳＴＤを示す。

【表５】

【００９９】
　表６は、隣接セルのＰＲＳに割り当てられた帯域幅に応じて、端末によって行われるＲ
ＳＴＤ測定のために必要な精度を示す。表６の精度は、次のような条件下で有効である。
【０１００】
　３ＧＰＰ ＴＳ ３６．１０１の７．３節で規定された条件が満たされる。
【０１０１】
　周波数帯域１、４、６、１０、１１、１８、１９、２１、３３、３４、３５、３６、３
７、３８、３９、４０についてＰＲＰ １，２｜ｄＢｍ≧－１２７ｄＢｍ
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【０１０２】
　周波数帯域９についてＰＲＰ １，２｜ｄＢｍ≧－１２６ｄＢｍ
【０１０３】
　周波数帯域２、５、７についてＰＲＰ １，２｜ｄＢｍ≧－１２５ｄＢｍ
【０１０４】
　周波数帯域３、８、１２、１３、１４、１７、２０についてＰＲＰ １，２｜ｄＢｍ≧
－１２４ｄＢｍ
【０１０５】
　測定セルのＰＲＳサブフレームと重なる測定間隔（ｇａｐ）はない。
【０１０６】
　３ＧＰＰ ＴＳ ３６．３５５に規定されたＥ－ＳＭＬＣによってＬＰＰを通じて送信さ
れるパラメータ “ｅｘｐｅｃｔｅｄＲＳＴＤＵｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ”は、５μsよりも
小さい。
【表６】

【０１０７】
　表７は、帯域幅とリソースブロック（ＲＢ）の数との間の関係を示す。
【表７】

【０１０８】
　図８
【０１０９】
　図８は、サービス提供セルによって割り当てられた帯域幅が、少なくとも一つの隣接セ
ルによって割り当てられた帯域幅と異なる一例を示す。
【０１１０】
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　図８（ａ）を参照すると、仮に、３ＭＨｚの帯域幅を割り当てたサービス提供セルに含
まれた端末が、ＰＲＳのために１０ＭＨｚの帯域幅を割り当てた目標セルからＰＲＳの受
信を試みる場合、測定精度は、±５Ｔｓから±１５Ｔｓまで変更される。すなわち、厳格
な精度が要求される。
【０１１１】
　図８（ｂ）を参照すると、端末が隣接セルからＰＲＳを受信するために試みた場合、サ
ービス提供セルによってＰＲＳに割り当てられた帯域幅が隣接セルによってＰＲＳに割り
当てられた帯域幅よりも広いときは、端末は、隣接セルの帯域幅よりも広いサービス提供
セルの帯域幅を通じて不要な干渉を受信することがある。このような干渉は、精度の減少
の原因となる。
【０１１２】
　したがって、以下では、周波数内に基づく関係を有する、隣接セルの間のＲＳＴＤ測定
のための精度の要求事項を満たすための技術を説明する。
【０１１３】
　図９乃至図１１は、精度を高めるための、本発明の三つの実施例を示す。
【０１１４】
　図９
【０１１５】
　図９は、サービス提供セル及び隣接セルにおいて最も広い帯域幅を考慮してＰＲＳを測
定する本発明の第１実施例を示す。
【０１１６】
　図９を参照すると、第１実施例は、隣接セルによってＰＲＳに割り当てられた帯域幅が
、サービス提供セルによってＰＲＳに割り当てられた帯域幅よりも広い場合、端末は、少
なくとも一つの隣接セルによるＰＲＳに割り当てられた帯域幅に関する情報を用いてＲＳ
ＴＤを測定することができる。
【０１１７】
　一般に、測定の精度は、ＰＲＳに割り当てられた帯域幅によって決定される。より広い
帯域幅をＰＲＳに割り当て、より高い周波数サンプルレートにすると、測定の精度を向上
させることができる。
【０１１８】
　端末は、ＲＲＣ信号メッセージを受信して、少なくとも一つの隣接セルによってＰＲＳ
に割り当てられた帯域幅に関する情報を取得することができる。したがって、端末は、サ
ービス提供セル及び少なくとも一つの隣接セルのうち、最も広い帯域幅を有する少なくと
も一つのセルを選択することができる。そして、端末は、基準セルとして選択したセルを
考慮する。そして、端末は、最も広い帯域幅に基づいて、ＰＲＳの間の時間差を測定する
ための少なくとも一つのパラメータを設定する。パラメータは、測定の精度に関する第１
パラメータ、及び測定のための可能なサブフレームの数に関連する第２パラメータのうち
少なくとも一つを含む。そして、端末は、設定されたパラメータによって、サービス提供
セル及び隣接セルから送信されたＰＲＳ間でＲＳＴＤを測定する。
【０１１９】
　すなわち、図９に示されたように、サービス提供セルの帯域幅が最も広くない場合、端
末は、サービス提供セルを基準セルとして考慮しない。むしろ、図９に示されたように、
端末は、ＰＲＳの優れた精度を得るために、ＰＲＳに割り当てられた最も広い帯域幅によ
ってＰＲＳを測定する。
【０１２０】
　しかし、端末が、最も広い帯域幅より狭い帯域幅を割り当てるサービス提供セル及び隣
接セルからＰＲＳを受信する場合、端末は、干渉信号を受信する。しかし、端末は、それ
ぞれのセルに割り当てられた帯域幅に関する情報を予め取得しているため、端末は、デジ
タルフィルタ用いて干渉信号を減少させることができる。
【０１２１】
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　上述したように、第１実施例は、測定の精度に関する要求事項を満たすことができるよ
うにする。
【０１２２】
　図１０
【０１２３】
　図１０は、一つのセルが、他のセルと帯域幅が同一になるように調整される本発明の第
２実施例を示す。
【０１２４】
　図１０を参照すると、第２実施例は、サービス提供セル及び隣接セルがＰＲＳに同一の
帯域幅を割り当てることができるようにする。そのために、サービス提供セルは、ＰＲＳ
に割り当てた帯域幅に関する情報を隣接セルと交換することができる。情報を受信した後
、各隣接セルは帯域幅の割当てを調整する。
【０１２５】
　より具体的には、サービス提供セル及び隣接セルは、Ｘ２インタフェースを介して情報
を交換する。また、運営者は、運用管理（Ｏ＆Ｍ）プロトコルを用いて同一の帯域幅を割
り当てるようにサービス提供セル及び隣接セルに要求することができる。
【０１２６】
　図１１及び図１２
【０１２７】
　図１１は、本発明の第３実施例を示す。そして、図１２は、本発明の第３実施例に係る
測定間隔の一例を示す。
【０１２８】
　図１１を参照すると、第３実施例は、端末が順次に複数のＰＲＳを受信できるようにす
る。
【０１２９】
　より詳細には、一つのセルから受信されたＰＲＳに割り当てられた帯域幅が、サービス
提供セルによって割り当てられた帯域幅より広いか又は狭い場合、端末は、各帯域幅に該
当するＰＲＳを受信するために、無線周波（ＲＦ）部を調整する。しかし、このような調
整は時間を必要とする。したがって、サービス提供セルは、端末が端末のＲＦ部を調整す
るために十分な時間が有するように、端末に時間間隔（ｇａｐ）を提供する。そのために
、端末が各隣接セルから該当のＰＲＳを受信するとき、サービス提供セルは如何なる信号
も送信できない。
【０１３０】
　そのために、端末は、サービス提供セルに、時間間隔を要求するための要求メッセージ
を送信する。要求メッセージは、少なくとも一つの隣接セルによって割り当てられた帯域
幅に関する情報を含む。
【０１３１】
　一方、端末は、各セルによって割り当てられた該当の帯域幅でＰＲＳを受信するために
、端末のフィルタを適応的又は積極的に制御する。それによって、端末は、周波数内に基
づく関係を有するＰＲＳ間でＲＳＴＤを測定することができる。
【０１３２】
　表８は、測定間隔の種別を示す。この間隔はまた、周波数間ＥＡＲＦＣＮ及びＲＡＴ間
システムを監視するのに用いられる。間隔は、４０ｍｓ及び８０ｍｓに対応する。また、
測定期間は６ｍｓであってもよい。
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【表８】

【０１３３】
　ＰＲＳ間でＲＳＴＤを測定するためには、物理層で測定間隔を設定することが必要であ
る。測定間隔が設定されると、測定は最適の方法で行われる。図１２を参照すると、測定
間隔は、サービス提供セルにデータを送信するサブフレーム間に存在する。
【０１３４】
　図１３及び図１４
【０１３５】
　図１３は、サービス提供セルが基準セルとして規定されず、サービス提供セルによって
割り当てられた帯域幅が、目標セルによって割り当てられた帯域幅よりも広い場合を示す
。そして、図１４は、サービス提供セルが基準セルとして規定されず、サービス提供セル
によって割り当てられた帯域幅が、目標セルによって割り当てられた帯域幅よりも狭い場
合に発生する問題を示し、第４実施例による解決方法を示す。
【０１３６】
　図１３を参照すると、サービス提供セルは、ＰＲＳのために５ＭＨｚの帯域幅を割り当
て、基準セルとして規定された隣接セルは、１５ＭＨｚの帯域幅を割り当て、また、目標
セルは、３ＭＨｚの帯域幅を割り当てる。ここで、表７を参照すると、３ＭＨｚは１５リ
ソースブロック（ＲＢ）に対応し、５ＭＨｚは２５リソースブロックに対応し、１５ＭＨ
ｚは７５リソースブロックに対応する。また、表６を参照すると、帯域幅が１５リソース
ブロックのとき、測定のためのサブフレームの数は６である。そして、帯域幅が２５リソ
ースブロックのとき、サブフレームの数は２である。また、帯域幅が７５リソースブロッ
クのとき、サブフレームの数は１である。
【０１３７】
　したがって、サービス提供セルから送信されるＰＲＳは、２個のサブフレーム（又は２
個のＴＴＩ）の間に測定される。そして、基準セルから送信されるＰＲＳは、一つのサブ
フレームの間に測定される。また、目標セルから送信されるＰＲＳは、一つのサブフレー
ムの間に測定される。
【０１３８】
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　一方、端末は、サービス提供セルの５ＭＨｚの帯域幅に調整されたフィルタを用いる場
合、基準セルの帯域幅及び目標セルの帯域幅のうち最も狭い一つに基づいてサブフレーム
の数を決定する（すなわち、端末は、６個のサブフレームを選択する）。そして、端末は
、決定された数のサブフレームの間に基準セルから送信されたＰＲＳによって、サービス
提供セル及び目標セルから送信されたＰＲＳ間でＲＳＴＤを測定する。すると、サービス
提供セルから送信されたＰＲＳを受信するために十分な６サブフレームの間に測定が行わ
れ、フィルタは、目標セルの３ＭＨｚよりも広い５ＭＨｚに調整されているため、問題が
発生しない。
【０１３９】
　しかし、図１４（ａ）を参照すると、サービス提供セルは基準セルとして規定されず、
サービス提供セルによって割り当てられた帯域幅は、目標セルによって割り当てられた帯
域幅よりも狭い。
【０１４０】
　このような場合、端末がサービス提供セルの３ＭＨｚの帯域幅に調整されたフィルタを
用いる場合、目標セルの帯域幅及び基準セルの帯域幅のうち最も狭い一つに基づいてサブ
フレームの数を選択する（すなわち、端末は２個のサブフレームを選択する）。そして、
端末は、決定された数のサブフレームの間に基準セルから送信されたＰＲＳによって、サ
ービス提供セル及び目標セルから送信されたＰＲＳ間でＲＳＴＤを測定する。すると、た
だ２個のサブフレームの間の測定は、目標セルの５ＭＨｚよりも狭い３ＭＨｚに調整され
たフィルタの状態では精度を満足し難いため、問題が発生する。すなわち、目標セルから
送信された５ＭＨｚでのＰＲＳは３ＭＨｚに設定されたフィルタを通過するため、２個の
サブフレームは十分でない。
【０１４１】
　この問題を解決するために、図１４（ｂ）は、第４実施例による解決方法を示す。第４
実施例は、端末が、サービス提供セル、基準セル、及び目標セルをすべて含むセルの中で
最も狭い帯域幅に基づいてサブフレームの数を決定するようにする。
【０１４２】
　具体的には、図１４（ｂ）は、サービス提供セルがＰＲＳに３ＭＨｚの帯域幅を割り当
て、目標セルが５ＭＨｚの帯域幅を割り当てる一例を示す。
【０１４３】
　このような場合、端末が、サービス提供セルの３ＭＨｚの帯域幅に調整されたフィルタ
を用いる場合、サービス提供セル、基準セル、及び目標セルをすべて含むセルの中で最も
狭い帯域幅に基づいてサブフレームの数を決定する（すなわち、端末は、６個のサブフレ
ームを選択する）。そして、端末は、決定された数のサブフレームの間に基準セルから送
信されたＰＲＳに基づいて、サービス提供セル及び目標セルから送信されたＰＲＳ間のＲ
ＳＴＤを測定する。すると、フィルタは目標セルの５ＭＨｚよりも狭い３ＭＨｚに調整さ
れるが、目標セルから送信されたＰＲＳを受信するのに十分な時間である６個のサブフレ
ームの間に測定が行われるため、問題が発生しない。
【０１４４】
　一方、第４実施例によれば、端末は、決定されたサブフレームの数に関連したパラメー
タに関する情報をサービス提供セルに送信する。
【０１４５】
　上述したように、本発明に係る方法は、ソフトウェア、ハードウェア、又はこれらの組
合せによって具現することができる。例えば、本発明に係る方法は、記憶媒体（例えば、
内部メモリ、フラッシュメモリ、ハードディスクなど）に記憶可能であり、マイクロプロ
セッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途集積回路（ＡＳＩＣ）などによ
って実行可能なソフトウェアのコード又は命令によって実行することができる。次に、図
１５を参照して説明する。
【０１４６】
　図１５
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【０１４７】
　図１５は、本発明に係る端末１００、基地局２００を示すブロック図である。
【０１４８】
　図１５に示されたように、端末１００は、記憶部１０１、送受信部１０３、及び制御部
１０２を含むことができる。また、基地局２００は、記憶部２０１、送受信部２０３、及
び制御部２０２を含むことができる。基地局２００は、サービス提供セル、基準セル、又
は目標セルであってもよい。
【０１４９】
　記憶装置は、図１乃至図１４に示されたように、上記の方法を具現するソフトウェアプ
ログラムを記憶する。また、記憶装置は、受信されたメッセージ（又は信号）を記憶する
。
【０１５０】
　それぞれの制御部は、記憶装置及び送受信部を制御する。特に、制御部は、記憶装置に
記憶されたそれぞれの方法を実行する。
【０１５１】
　本発明を、単なる例示である実施例を参照して説明した。本発明の思想及び必須の特徴
を逸脱しない範囲内で、本発明の様々な変形及び同等の実施例が具現可能であるというこ
とは当業者にとって自明である。また、本発明は、上述した実施例を全体又は部分的に組
み合わせて実施可能であるということが理解できるであろう。したがって、本発明の均等
範囲内でのすべての変更及び修正は本発明の範囲に含まれ、特許請求の範囲内であるもの
とする。
【符号の説明】
【０１５２】
　１００　　端末
　１０１　　記憶部
　１０２　　制御部
　１０３　　送受信部
　２００　　基地局
　２０１　　記憶部
　２０２　　制御部
　２０３　　送受信部
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１５】

【手続補正書】
【提出日】平成27年8月14日(2015.8.14)
【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】
　端末が観測到達時間差（ＯＴＤＯＡ）を測定する方法であって、
　サービス提供セルの測位基準信号（ＰＲＳ）に割当てられた第１帯域幅に関する情報を
取得するステップと、
　隣接セルのＰＲＳに割当てられた第２帯域幅に関する情報を取得するステップと、
　基準セルのＰＲＳに割当てられた第３帯域幅に関する情報を取得するステップと、
　前記サービス提供セルの前記第１帯域幅と、前記隣接セルの前記第２帯域幅と、前記基
準セルの前記第３帯域幅とのうち最も小さい帯域幅に基づいて決定されるＲＳＴＤ測定精
度を用いて、前記隣接セルのうち一つの信号と前記基準セルの基準信号との間の相対時間
差である基準信号時間差（ＲＳＴＤ）を測定するステップと、を有する方法。
【請求項２】
　サーバから、位置情報の種別を示す情報を要求する位置情報要求（ＲｅｑｕｅｓｔＬｏ
ｃａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）メッセージを受信するステップと、
　前記位置情報要求メッセージに応答して、前記サーバに位置情報提供（Ｐｒｏｖｉｄｅ
ＬｏｃａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）メッセージを送信するステップと、を更に有
する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記位置情報提供メッセージは位置測定値を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記隣接セルのセル識別子を含むＯＴＤＯＡ支援データを受信するステップを更に有す
る、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＯＴＤＯＡ支援データは、前記第２帯域幅に関する情報と、前記第３帯域幅に関す
る情報とを更に含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＯＴＤＯＡ支援データは、
　セル特定基準信号用のアンテナポートの数を示す、アンテナポート設定に関する情報と
、
　前記隣接セルのうち前記一つと前記基準セルとの間のスロット番号オフセットに関する
情報と、
　前記基準セルの第１ＰＲＳサブフレームと、前記隣接セルのうち前記一つの第１ＰＲＳ
サブフレームとの間のＰＲＳのサブフレームオフセットに関する情報とを含む、請求項４
に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＯＴＤＯＡ支援データは、複数のセル間で前記端末が測定すると予想される予想Ｒ
ＳＴＤ値に関するフィールドを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記基準セルは、前記隣接セル及び前記サービス提供セルから選択される、請求項１に
記載の方法。
【請求項９】
　観測到達時間差（ＯＴＤＯＡ）を測定する端末であって、
　信号を送受信するための送受信部と、
　制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　サービス提供セルの測位基準信号（ＰＲＳ）に割当てられた第１帯域幅に関する情報を
取得し、
　隣接セルのＰＲＳに割当てられた第２帯域幅に関する情報を取得し、
　基準セルのＰＲＳに割当てられた第３帯域幅に関する情報を取得し、
　前記サービス提供セルの前記第１帯域幅と、前記隣接セルの前記第２帯域幅と、前記基
準セルの前記第３帯域幅とのうち最も小さい帯域幅に基づいて決定されるＲＳＴＤ測定精
度を用いて、前記隣接セルのうち一つの信号と前記基準セルの基準信号との間の相対時間
差である基準信号時間差（ＲＳＴＤ）を測定するように構成される、端末。
【請求項１０】
　前記制御部は、さらに、
　サーバから、位置情報の種別を示す情報を要求する位置情報要求（ＲｅｑｕｅｓｔＬｏ
ｃａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）メッセージを受信し、
　前記位置情報要求メッセージに応答して、前記サーバに位置情報提供（Ｐｒｏｖｉｄｅ
ＬｏｃａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）メッセージを送信するように構成される、請
求項９に記載の端末。
【請求項１１】
　前記位置情報提供メッセージは位置測定値を含む、請求項１０に記載の端末。
【請求項１２】
　前記制御部は、さらに、前記隣接セルのセル識別子を含むＯＴＤＯＡ支援データを受信
するように構成される、請求項９に記載の端末。
【請求項１３】
　前記基準セルは前記隣接セル及び前記サービス提供セルの中から選択される、請求項９
に記載の端末。



(27) JP 2016-1188 A 2016.1.7

10

フロントページの続き

(72)発明者  リム　スワン
            大韓民国，キョンギ－ド　４３１－０８０，アニャン－シ，トンアン－ク，ホジェ－ドン，５３３
(72)発明者  リ　サンウク
            大韓民国，キョンギ－ド　４３１－０８０，アニャン－シ，トンアン－ク，ホジェ－ドン，５３３
(72)発明者  ジュン　マンヨン
            大韓民国，キョンギ－ド　４３１－０８０，アニャン－シ，トンアン－ク，ホジェ－ドン，５３３
(72)発明者  リ　デウォン
            大韓民国，キョンギ－ド　４３１－０８０，アニャン－シ，トンアン－ク，ホジェ－ドン，５３３
(72)発明者  ヤン　ユノー
            大韓民国，キョンギ－ド　４３１－０８０，アニャン－シ，トンアン－ク，ホジェ－ドン，５３３


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	overflow

