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(57)【要約】
本発明は通信ネットワークのデバイス（２２）における
位置決め信号測定を高度化する方法および装置を提供す
る。本方法は複数のセルから複数の送信信号を受信する
ステップと、複数のセルの内の第１のセルからの送信信
号を少なくとも部分的にキャンセルするステップと、次
いで複数のセルの内の第２のセルからの送信信号の検出
を試行するステップとを含む。次いで受信した複数の送
信信号からタイミング測定を行い、デバイスの位置測定
を可能にすることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムのデバイスにおける位置決めのための信号測定を改善する方法であって、
前記通信システムはさらに１つ以上の無線基地局によりサービスを提供する複数のセルを
含み、前記複数のセルは少なくとも第１のセルおよび１つ以上の第２のセルを含み、前記
方法は、
　前記複数のセルから複数の送信信号を受信するステップ（６６）と、
　受信した前記複数の送信信号から、前記第１のセルからの送信信号を少なくとも部分的
にキャンセルし、１つ以上の残存送信信号を生成するステップ（６８）と、
　前記１つ以上の残存送信信号から前記１つ以上の第２のセルからの送信信号の検出を試
行するステップ（７０）と、
　受信した前記複数の送信信号からタイミング測定を行い、前記デバイスの位置測定を可
能にするステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記デバイスと前記第１のセルとの間のチャネルを推定するステップ（６２）と、
　前記推定チャネルを使用して前記第１のセルからの推定した送信信号を生成するステッ
プ（６４）と
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のセルから前記デバイスに送信する基準信号、同期信号および専用位置決め基
準信号の少なくとも１つを使用して前記チャネルを推定することを特徴とする請求項２に
記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも部分的にキャンセルするステップが、
　　受信した前記複数の送信信号から前記推定した送信信号を減算するステップ（６８）
を含むことを特徴とする請求項２または３に記載の方法。
【請求項５】
　前記送信信号が基準信号、同期信号および専用位置決め基準信号の少なくとも１つを含
むことを特徴とする請求項１乃至４の何れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数のセルが少なくとも２つの第２のセルを含み、前記１つ以上の残存送信信号が
２つ以上の残存送信信号を含み、前記方法が、
　前記２つ以上の残存受信送信信号から、前記少なくとも２つの第２のセルの１つからの
送信信号を少なくとも部分的にキャンセルし、１つ以上のさらなる残存送信信号を生成す
るステップと、
　前記１つ以上のさらなる残存送信信号から前記２つ以上の第２のセルの別の１つからの
送信信号の検出を試行するステップと
をさらに含むことを特徴とする請求項１乃至５の何れか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記タイミング測定から前記デバイスの位置測定を行うステップ（７２）
をさらに含むことを特徴とする請求項１乃至６の何れか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記タイミング測定結果をサービングセルに送信するステップ
をさらに含むことを特徴とする請求項１乃至６の何れか一項に記載の方法。
【請求項９】
　通信システムで使用するデバイス（２２）であって、前記通信システムは１つ以上の無
線基地局（２４、２６、２８）によりサービスを提供する複数のセルをさらに含み、前記
複数のセルは少なくとも第１のセルおよび１つ以上の第２のセルを含み、前記デバイス（
２２）が、
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　前記複数のセルから複数の送信信号を受信するように構成した少なくとも１つのアンテ
ナ（４０）と、
　受信した前記複数の送信信号から前記第１のセルからの送信信号を少なくとも部分的に
キャンセルして１つ以上の残存送信信号を生成し、かつ前記１つ以上の残存送信信号から
前記１つ以上の第２のセルからの送信信号の検出を試行するように構成したプロセッサ（
４４）であって、前記プロセッサ（４４）は受信した前記複数の送信信号の夫々からタイ
ミング測定を行い、前記デバイス（２２）の位置測定を可能にするようにさらに構成した
ことを特徴とするデバイス。
【請求項１０】
　前記プロセッサ（４４）が、前記デバイス（２２）と前記第１のセルとの間のチャネル
を推定し、前記第１のセルからの推定送信信号の生成に前記推定チャネルを使用するよう
にさらに構成したことを特徴とする請求項９に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのアンテナ（４０）が、前記第１のセルから１つ以上の基準信号を
受信するように構成し、前記プロセッサ（４４）が前記チャネルの推定に前記基準信号を
使用するように構成したことを特徴とする請求項１０に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記プロセッサ（４４）が前記複数の受信送信信号から前記推定送信信号を減算するよ
うに構成したことを特徴とする請求項１０または１１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記送信信号が基準信号、同期信号および専用位置決め基準信号の少なくとも１つを含
むことを特徴とする請求項９乃至１２の何れか一項に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記プロセッサ（４４）が、前記タイミング測定結果から前記デバイス（２２）の前記
位置測定を行うようにさらに構成したことを特徴とする請求項９乃至１３の何れか一項に
記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのアンテナ（４０）が前記タイミング測定結果をサービングセルに
送信するようにさらに構成したことを特徴とする請求項９乃至１３の何れか一項に記載の
デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信システムにおける方法および装置に関し、一般的には、最強信号を伴うセ
ルではない１つ以上のセルからの信号を検出する方法および装置、特に通信システムにお
ける位置検出に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信ネットワークにおける移動デバイスの位置測定の実現性は、アプリケーション
開発者および無線ネットワーク運用会社に、位置を基礎としたサービスおよび位置を意識
したサービスの提供を可能にした。これらの例には、誘導システム、買い物支援、友人発
見、プレゼンスサービス、コミュニティおよび通信サービス、および移動ユーザにその周
辺情報を与えるその他の情報サービスを含む。
【０００３】
　これら商用サービスに加えて、幾つかの国の政府は緊急呼の位置測定を可能にするとい
う要求をネットワーク運用会社に提出した。例えば、米国政府の要求（ＦＣＣ　Ｅ９１１
）は全ての緊急呼のうち一定のパーセンテージの位置測定が可能でなければならないと述
べている。その要求では室内環境と室外環境との区別をしていない。
【０００４】
　室外環境では、位置決めシステム、例えばアシスト型ＧＰＳ（Ａ－ＧＰＳ）のようなＧ
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ＰＳ（全地球測位システム）ベースの方法を使用して、位置推定を行うことができる。位
置推定はまた無線ネットワーク自体を使用して実行することもできる。無線ネットワーク
を使用する方法は２つの主なグループに分類することができる、即ち単独無線基地局の測
定結果を使用するものと複数無線基地局の測定結果を使用するものである。
【０００５】
　第１のグループは、例えばセルＩＤまたはセルＩＤとタイミング進行（ＴＡ）の組み合
わせの使用による、移動端末が接続する無線セルに基づく方法を含む。ＴＡ測定原理を図
１に示す。
【０００６】
　無線基地局１０は３つの無線セル１２ａ、１２ｂおよび１２ｃにサービスを提供する。
この例では３つのセルを描いているが、一般に各無線基地局は１つ以上の無線セルにサー
ビスを提供することになろう。移動端末１４の位置測定のために、無線基地局１０から移
動端末１４に行って戻る無線波の伝達時間を測定する。無線基地局１０から移動端末１４
への距離ｒはこの場合次式の通りとなる。
ｒ＝ｃ・ＴＡ／２
ここで、ＴＡは往復伝達時間であり、ｃは光速である。
【０００７】
　往復伝達時間の測定は円のみを定義する、または不正確性を考慮すれば、無線基地局１
０を取りまく円形の細長い領域（より正確には球面若しくは球状殻）を定義する。この情
報とセルポリゴンとの組み合わせにより、移動端末１４のあり得る位置を定義する部分的
な円形の細長い領域１６の角度の範囲を計算することができる。
３ＧＰＰ仕様（ロングタームエボリューション即ちＬＴＥ（long term evolution）とし
て既知）リリース８の中の幾つかのシステムでは、それ故、往復伝達時間ＴＡを使用して
、移動端末が位置するアンテナからの距離を特定することができる。とはいえこの方法を
使用して、球面またはセクタにおいてＵＥが存在する位置を正確に突き止めることはでき
ない。移動端末が例えば無線基地局から５００ｍに存在することをＴＡの測定結果により
測定するとすれば、これはセクタの円弧すなわち円周に沿っている。
【０００８】
　この問題を克服するために、この方法の第２のグループでは、複数の無線基地局からの
往復伝達時間測定を使用する。複数の無線基地局からのその距離の測定により、移動端末
はその位置をより正確に三角測量することができる。
【０００９】
　しかしながら現代通信システムはダウンリンクおよびアップリンクにおいて（即ち移動
端末へ、および移動端末からの通信において）速いデータ速度を提供するように考案され
ている。移動端末において電力使用を削減し、可能な限りバッテリ寿命を延長することも
望ましい。これら双方の要求には移動端末とそのサービング無線基地局（即ち移動端末の
サービング無線セルと連結する無線基地局）との間の高品質無線リンクが必須となる。従
って、他の隣接無線基地局の干渉を最少に保つべきであり、現代通信システムではこれの
達成に非常に成功している。その位置測定を望む移動端末はしかしながら、まさにこのた
めに隣接無線基地局からの信号検出に困難を有していよう。
【００１０】
　必要なことはそれ故、例えば移動端末の位置測定を行うために、移動端末がそのサービ
ング無線基地局以外の他の無線基地局からの信号を検出できる方法である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ＵＴＲＡＮ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）に関して、
現在タイミングベースの位置決めの解法は規定されていない。簡単な手法は前世代のセル
ラーシステムで使用する方法を真似ることであろう。とはいえ次に概説するように、エア
インタフェースが異なる特性を持っているので以前のセルラーシステムでは必要としなか
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ったある処置を講じない限り、例えば低すぎるキャリア対干渉比（Ｃ／I）により、これ
らの方法はサービス範囲の問題に直面するであろう。
【００１２】
　比較的強い信号強度を持つセルからの受信信号を少なくとも一部キャンセルし、比較的
弱い信号強度を持つセルの信号をより容易に検出することができるようにするのが本発明
の実施形態の基本的考えである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　例えば本発明の一態様では、通信システムのデバイスにおける位置決の信号測定を高度
化する方法を提供する。通信システムはさらに１つ以上の無線基地局によりサービスを提
供する複数のセルを含み、複数のセルは少なくとも第１のセルおよび１つ以上の第２のセ
ルを含む。本方法は複数のセルから複数の送信信号を受信するステップと、複数の受信送
信信号のうち第１のセルからの送信信号を少なくとも部分的にキャンセルし、１つ以上の
残存送信信号を生成するステップと、前記１つ以上の残存送信信号から、前記１つ以上の
第２のセルからの送信信号の検出を試行するステップと、前記複数の受信送信信号からタ
イミング測定を行うステップを含む。
【００１４】
　前記第１のセルはデバイスのサービングセルかまたは隣接セルでありうる。さらに前記
第１および前記第２のセルは同じ無線基地局または異なる無線基地局により管理すること
ができる。
【００１５】
　本発明の実施形態では、送信信号は、基準信号、同期信号または専用位置決め基準信号
の何れをも含むことができる。
【００１６】
　本発明の別の実施形態では、デバイスと第１のセル間のチャネル推定、推定送信信号の
生成、および複数の受信送信信号から推定送信信号の減算により、デバイスは第１のセル
からの送信信号を少なくとも部分的にキャンセルする。
【００１７】
　添付する図面と共に考察すると本発明の以下の詳細な説明から、本発明の他の目的、利
点および新しい特徴が明らかになるであろう。
【００１８】
　本発明のより良き理解のため、および実践する方法をより明確に示すために、例により
以下の図を次に参照することにする。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は通信ネットワークにおける端末の位置測定を行う方法を示す。
【図２】図２は本発明の実施形態による通信ネットワークにおける端末の位置測定を行う
方法を示す。
【図３】図３は本発明の実施形態によるデバイスを示す。
【図４】図４は本発明の実施形態による方法のフローチャートである。
【図５】図５は本発明の実施形態において使用する同期信号を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図２は通信システム２０を示す。
【００２１】
　通信システム２０は、例えば３ＧＰＰ仕様のリリース８または任意のその後のリリース
で使用する発展型汎用地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）、またはＣＤＭ
Ａ２０００、ＧＳＭ、ＷＬＡＮなどのような任意の他の無線通信ネットワークでありうる
。
【００２２】
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　システム２０はデバイス２２を含み、デバイスは図示する例では移動端末であり、また
ユーザ装置または移動局（ＭＳ）とも呼ぶ。本発明はまた静止端末にも適応する。
【００２３】
　システム２０はさらに複数の無線基地局２４、２６、２８を含み、そのうちの３つを本
明細書に示す。無線基地局の１つ、参照番号２４はサービング無線基地局であり、この基
地局は当業者に理解されるであろうようにデバイス２２が登録されている特定の無線セル
を維持する。その上各無線基地局２４、２６、２８は２つ以上の無線セルを維持すること
ができる。運用においてはそれ故、デバイス２２は主として（アップリンク）へ送信信号
を送信し、サービング無線基地局２４により維持するサービングセル（ダウンリンク）か
らの送信信号を受信する。
【００２４】
　デバイス２２は隣接無線基地局２６、２８からの信号またはサービングセルでないセル
からの信号を検出することもできる。しかしこれらの信号は一般にサービング無線基地局
２４からのものより遥かに弱いであろう。
【００２５】
　前記のようにある例では、デバイス２２の地理的位置の測定は有用である。これは例え
ばデバイス２２が緊急呼を行おうとしていれば、デバイス２２自体またはネットワークに
より行われ得る。後者の場合、デバイス２２はサービング無線基地局２４から命令を受信
し、その位置測定を行う。
【００２６】
　その位置測定を行う場合、一実施形態ではデバイス２２はその近傍の無線基地局２４、
２６、２８の夫々からの到着時間（ＴＯＡ）測定を行う。測定によりデバイス２２は各無
線基地局からの距離（実際には仮距離）の測定値を測定し、半径がデバイス２２の各無線
基地局からの距離、即ち「仮距離」に等しい円（または測定結果における不正確性を考慮
して円形の細長い領域）を実質的に生成することができる。デバイス２２における受信機
クロックバイアス（以下の式（１ａ）から（１ｎ）を参照）の故に「仮距離」の使用が生
じる。そのような実施形態では、各無線基地局からの絶対距離は測定しない。デバイス２
２はこの場合その位置がこれらの円の交点にあると判定する。
【００２７】
　ＴＯＡ原理は数学的形式で以下のように書くことができる。
【００２８】
【数１】

【００２９】
ここで、
tR

i：第ｉ番目の基地局のデバイスによる（測定した）受信時刻
tT

i：第ｉ番目の基地局からの送信時刻
xi,yi：第ｉ番目の基地局の座標
ｃ：光速
ｘ、ｙ：（ＭＳにおいてまたはネットワークノード内で）式を解くことにより計算したＭ
Ｓの座標
ｂ：受信機クロックバイアス
vi：第ｉ番目のタイミング測定の測定誤り。
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【００３０】
　tT

iは幾つかの方法でデバイス２２に提供することができる。例えば、tT
iは補助データ

で提供してもよく、あるいは同期ネットワークにおけるデバイス２２により知られていて
もよい。第ｉ番目の基地局の座標xiおよびyiはネットワークにおいて既知であり、デバイ
ス２２に送信することができる、またはデバイス２２は基地局座標のローカルデータベー
スを保持してもよい。
【００３１】
　無線基地局の位置から遠いアンテナを使用して無線基地局が１つ以上のセルにサービス
を提供する遠隔通信システムでは、これらの計算に重要であるのはアンテナの座標である
ことは当業者には明らかであろう。
【００３２】
　ｎ▲＞＝▼３であり、かつ基地局の幾何学的形状が良好すなわちデバイス２２が各基地
局に対して異なる方向を見なければならないように配置されているかぎり、未知数（ｘ、
ｙ、ｂ）に関して式（１ａ）乃至式（１ｎ）を解くことができる。式を解く一方法は、代
案の方法が当該技術分野において周知であるが、式（１ａ）乃至式（１ｎ）のテイラー級
数展開に基づく数値最適化法の使用である。
【００３３】
　式（１ａ）乃至式（１ｎ）はデバイス２２自体において、またはネットワークにおいて
遠隔的に解くことができ、後者の場合サービング基地局２４を経て、デバイス２２はタイ
ミング測定結果をネットワークに送信する。
【００３４】
　上記のＴＯＡベースの方法に加えて、位置決めの代替的な方法は当業者には既知であろ
う。例えば、到着時間差（ＴＤＯＡ）法はデバイス２２により送信するパルス信号の異な
る基地局における到着時間差を測定する。式（１ａ）乃至式（１ｎ）のＴＤＯＡ法への適
用は当業者には容易である。
【００３５】
　タイミングベースの方法を使用する位置決めでは、それ故少なくとも３つの地理的に散
在する無線基地局のタイミングを測定することが必要である。三番目に強い基地局に対す
る信号対雑音比（ＳＮＲ）は十分大きく、従ってデバイス２２によりなお検出可能である
ことを保証することが必要である。同一周波数帯域を再使用するセルラーシステムは、セ
ル間が強く分離されるよう設計される。これは自らのサービングセルからの信号は強く、
一方隣接基地局の干渉は最少であるべきことを意味する。これは位置決めと通信の要求条
件が矛盾していることを意味する。現代通信システムは主として通信用であるので、位置
決めのための時間測定は、隣接基地局に対して非常に小さなＣ／Ｉ（キャリア対干渉比）
で行う必要があり、これはデバイスの受信機に高い要求を課し、また通常は位置決め精度
を悪化させる。例えばセル間干渉を最少化する設定では、第３の基地局に対するＣ／Ｉは
非常に小さく、三番目に強い基地局に対して５％のレベルで－２３ｄＢでありうる。
【００３６】
　他の環境では、隣接セルからの送信信号が最も強いことがありえ、第３の基地局からま
たはサービング無線基地局２４からさえデバイス２２の信号検出を妨げることがありうる
。
【００３７】
　これらの問題を克服する本発明の実施形態によれば、デバイス２２は第１の無線基地局
からの受信信号を抑圧し、従って第２の無線基地局からのより弱い信号をよりよく検出す
ることができる、例えばサービング無線基地局２４からの受信信号を抑圧し、従って隣接
無線基地局２６、２８からの信号をよりよく検出することができる。この方法は位置測定
に必要な複数の信号検出をデバイス２２に可能にするので、デバイス２２の位置測定を行
う場合特に効用がある。
【００３８】
　図３は本発明の実施形態によるデバイス２２を示す。一実施形態では、デバイス２２は
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端末である。
【００３９】
　デバイス２２はＲｘ／Ｔｘ回路４２に接続するアンテナ４０を含む。Ｒｘ／Ｔｘ回路４
２に接続するプロセッサ４４はチャネル推定ブロック４８、信号検出ブロック５０、位置
測定ブロック５２を含む。またデバイス２２のユーザから入力を受信し、出力を提供する
入力／出力回路５４がプロセッサ４４に接続する。
【００４０】
　動作では、アンテナ４０は送信信号を受信し、これをＲｘ／Ｔｘ回路４２に送る。Ｒｘ
／Ｔｘ回路４２は送信信号を復調し、それを復号化のためプロセッサ４４に送る。デバイ
ス２２の正確な動作は以下でより詳細に説明することにする。
【００４１】
　通信デバイスに通常存在する、本発明の理解に本質的でない多くの特徴は簡明さのため
図示していないことは当業者には明らかであろう。この図示する実施形態のものの他に種
々の代替となる特徴を使用することができることもまた明らかであろう。例えば、デバイ
ス２２は複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）通信を可能にする２つ以上のアンテナを含むこと
ができる。２つ以上の対応するＲｘ／Ｔｘ回路をもまた提供することができる。プロセッ
サ４４において定義する要素の機能は単独のプロセッサユニット、または種々のプロセッ
サユニットにより実行することができる。
【００４２】
　図４は本発明の実施形態による方法のフローチャートである。
【００４３】
　この方法はステップ６０で始まる。
【００４４】
　ステップ６２で、デバイス２２はそれ自身と第１のセル（例えばそのサービングセル）
または最隣接セルとの間のチャネルを推定する。一実施形態では、アンテナ４０はネット
ワークとの接続を維持し、サポートするために、サービングセルから送信信号を受信する
。例えばそのような送信信号は基準信号、同期信号、専用位置決め基準信号などを含むこ
とができる。デバイス２２は信号の「理想的」形式（即ちサービング無線基地局により送
信するような基準信号）を知っており、従ってこの場合受信した送信信号に関するチャネ
ル効果を測定することができる。信号対雑音比が十分であれば（例えばＳＮＲが閾値を超
えていれば）、デバイス２２はまた隣接セルからのそのような信号を検出することもでき
る。これらのセルにより使用する基準信号、同期信号、専用位置決め基準信号などに関す
るその知識により、デバイス２２はこの場合これら隣接セルとのチャネルを推定すること
ができる。このように、信号形式がデバイス２２により予め既知である任意の信号を使用
して、チャネル推定を実行することができる。プロセッサ４４のチャネル推定ブロック４
８により、この動作を実行する。
【００４５】
　３ＧＰＰ仕様リリース８では、図５に示すように同期信号をサブフレーム０および５で
送信する。主同期信号（ＰＳＳ）は最終ＯＦＤＭシンボルで送信され、副同期信号（ＳＳ
Ｓ）はサブフレームの終わりから２番目のＯＦＤＭシンボルで送信される。３つの異なる
ＰＳＳシーケンスおよび１６８の異なるＳＳＳシーケンスがある。シーケンスのＩＤを異
なるセルの区別に使用する。セルのＩＤを次いで基準信号シーケンスおよび時間‐周波数
グリッドにおけるその割り当ての判定に使用することができる。同期信号は割り当て帯域
幅の中央において６２のリソース要素を占める。
【００４６】
　また３ＧＰＰ仕様リリース８では、基準シンボルを各サブフレームの一定のリソース要
素で全帯域幅に亘って送信する。特にタイミング測定を他の信号、例えば後のリリースで
提供することができる専用位置決め基準信号で実行することにする場合、基準信号はそれ
故チャネル推定における使用に非常に適する。専用位置決め基準信号はそれ自体チャネル
推定に使用することができよう。基準信号は汎用であるか、またはセル固有でありうる。
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【００４７】
　ステップ６４で、デバイス２２は、第１のセルからデバイス２２により受信すべき信号
の推定値を生成する。一実施形態で、推定した信号はチャネル推定の実行に使用するのと
同じ信号タイプでありうる。とはいえ他の実施形態では、１つの信号タイプを使用してチ
ャネル推定を実行し、そのチャネル推定を使用して異なるタイプの推定した信号を生成す
るのがより適していよう。例えば基準信号はチャネルリソースに亘って特によく拡散する
ことができ、従ってよりよい信号を提供してチャネル推定を実行する、即ちより強固なチ
ャネル推定を行うことができる。異なるタイプの信号（例えばチャネルリソースのより正
確なエリアに位置するもの）はこの場合、そのより強固なチャネル推定を使用して推定す
ることができる。チャネル推定の場合のように、無線基地局により送信するのでデバイス
２２が信号タイプを知る信号はいずれもこの目的に適する。例えば推定信号は基準信号、
同期信号および専用位置決め基準信号またはそのいずれかの推定でありうる。
【００４８】
　通信ネットワークでは無線基地局は実質上同期しているであろうから、従って１つの無
線基地局からの一定の送信信号が他の無線基地局からのその送信信号と実質上同時に生じ
る。例えば一実施形態で、基準信号、同期信号および専用位置決め基準信号またはそれら
の少なくともいずれかは各無線基地局により同時に送信することがある。通信ネットワー
クが非同期であっても、複数の基地局からの送信信号はデバイス２２によりなお実質上同
時に受信することがある。
【００４９】
　ステップ６６で、デバイス２２は複数のセルから複数の送信信号を受信する。例えば、
デバイス２２は第１のセル（例えばサービングセル）からの送信信号並びに少なくとも１
つの第２のセル（例えば隣接セル）から少なくとも１つの送信信号を受信することがある
。送信信号は、一実施形態では基準信号、同期信号および専用位置決め基準信号またはそ
れらの少なくとも何れをも含むことがある。送信信号は実質上同時に受信し、従って例え
ばサービングセルまたは最隣接セルからのより優勢な、より強い信号を考えると、より弱
い信号検出は困難である。
【００５０】
　ステップ６８で、推定信号を複数の受信送信信号から減算する。例えば複数の受信送信
信号が複数の基準信号を含む一実施形態では、第１のセルの推定した基準信号を複数の受
信した送信信号から減算する。複数の受信した送信信号が複数の同期信号を含む別の実施
形態では、第１のセルの推定した同期信号を複数の受信した送信信号から減算する。複数
の受信した送信信号が複数の専用位置決め基準信号を含むさらなる実施形態では、第１の
セルの推定専用位置決め基準信号を複数の受信した送信信号から減算する。
【００５１】
　従って第１のセルの送信信号の推定信号エネルギーを減算後、少なくとも１つの残存信
号が残り、この信号は少なくとも１つの第２のセルの一般により弱い送信信号を含む。
【００５２】
　ステップ６６で複数の送信信号を受信後、ステップ６４を実行することができるのは当
業者にも明らかであろう。
【００５３】
　ステップ７０で、デバイス２２は少なくとも１つの残存信号から少なくとも１つの第２
のセルの送信信号の検出を試行する。これはプロセッサ４４の信号検出ブロック５０によ
り実行する。しかしながら第１のセルの優勢な信号はステップ６８で少なくとも部分的に
キャンセルしているので、第２のセル（単数または複数）の送信信号の発見作業は遥かに
容易に行える。
【００５４】
　これら他のセルに関してもチャネル推定および信号減算を実行できるような十分なエネ
ルギーを持つ２つ以上のセルからの信号をデバイス２２が検出できるのはありうることで
ある。それ故、これらの実施形態ではステップ６２およびステップ６４をこれらさらなる
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から減算することができ、第１のセルおよび二番目に干渉を及ぼすセルからの送信信号を
少なくとも部分的にキャンセルする。
【００５５】
　しかしながら大部分の場合、第２のセルからの信号を検出することができるためには、
第１のセル（例えば優勢なセル）の推定した送信信号をただ減算すれば十分であるはずで
ある。
【００５６】
　方法はステップ７２に進む。（誤差の範囲内の）その正確な位置測定を行うために、デ
バイス２２は少なくとも３つの無線基地局、例えばそのサービング無線基地局２４に加え
て少なくとも２つの隣接無線基地局２６および２８からの信号を必要とする。とはいえ幾
何学的形状が悪ければ、さらに多くの信号が必要であろう。複数の送信信号における検出
した送信信号の夫々、即ち（少なくとも部分的にキャンセルする前の）最強セルおよびス
テップ７０において検出した送信信号から、デバイス２２はタイミング測定を行う。
【００５７】
　図２に示すように位置測定ブロック５２を使用して、デバイス２２は各信号からタイミ
ング測定を行い、上記のように式（１ａ）乃至（１ｎ）の求解（または代替としてＴＤＯ
Ａ方程式を解くか、またはタイミング測定に基づく別の位置測定法）に進む。デバイスは
その位置を自ら測定することができ、その場合これをデバイス２２のユーザに単に出力す
るか、またはサービング無線基地局２４を介して通信ネットワークに送信することができ
る。ネットワークは次いでこの情報を緊急呼発生時のユーザの位置決め、または前記の如
く位置ベースサービスの提供に使用することができる。あるいは式（１ａ）乃至（１ｎ）
を自ら解き、デバイス２２の位置測定を行うサービング無線基地局２４にタイミング測定
結果を直接送信することができる。別の実施形態では、通信ネットワークのコアネットワ
ークが式（１ａ）乃至（１ｎ）を解き、デバイス２２の位置測定を行うことができる。
【００５８】
　標準化セル特定基準信号により、種々のセルは６つの異なる周波数シフトを使用するこ
とができ、５０４の異なる信号が存在する。実際には、（２つの送信（Ｔｘ）アンテナを
仮定すると）基準シンボルに３つの再使用パターンがある。低負荷シナリオの場合、それ
故干渉はこの場合の基準信号における時間測定に有利でありえよう。高負荷シナリオでは
、状況は同期信号の場合のそれに類似する。とはいえ専用位置決め基準信号をこのために
提供することができる。
【００５９】
　それ故優勢な干渉元（例えばサービング無線基地局または隣接セル）からの受信信号の
抑圧により隣接無線基地局からの信号を検出するデバイスにおける方法を提供する。例え
ばデバイスの位置測定を試行する場合、複数の受信した送信信号からタイミング測定を可
能にすることにより本方法を使用することができる。
　上記の実施形態は本発明を制限するよりむしろ例証し、当業者は添付する特許請求の範
囲から逸脱することなく多くの代替となる実施形態を考案できるであろうことに留意すべ
きである。用語「含んでいる」は特許請求の範囲にリストするもの以外の要素またはステ
ップの存在を排除せず、「ａ」または「ａｎ」は複数を排除せず、単独のプロセッサまた
はその他のユニットは特許請求の範囲に列挙する幾つかのユニットの機能を満たすことが
できる。特許請求の範囲の参照記号は何れもその範囲を制限すると解釈すべきではない。
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