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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交換局が、第１サーバ装置から第１測位要求を受信した場合に、該第１測位要求に応じ
て行うべき移動局の測位種別について判定する工程と、
　前記交換局が、前記第１測位要求に応じて前記移動局の簡易測位を行うべきであると判
定した場合、無線基地局に対して第２測位要求を送信する工程と、
　前記交換局が、前記第１測位要求に応じて前記移動局の簡易測位以外の測位を行うべき
であると判定した場合、第２サーバ装置に対して第２測位要求を送信する工程と、
　前記無線基地局が、受信した前記第２測位要求に応じて、前記移動局の簡易測位を行い
、該測位結果を該交換局に送信する工程と、
　前記第２サーバ装置が、受信した前記第２測位要求に応じて、前記移動局の測位結果を
演算し、該測位結果を該交換局に送信する工程と、
　前記交換局が、前記無線基地局又は前記第２サーバ装置から受信した前記測位結果を前
記第１サーバ装置に送信する工程とを有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　第１サーバ装置と、第２サーバ装置と、交換局と、無線基地局とを具備する移動通信シ
ステムであって、
　前記交換局は、
　前記第１サーバ装置から第１測位要求を受信した場合に、該第１測位要求に応じて行う
べき移動局の測位種別について判定するように構成されている判定部と、
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　前記第１測位要求に応じて前記移動局の簡易測位を行うべきであると判定した場合、前
記無線基地局に対して第２測位要求を送信し、該第１測位要求に応じて該移動局の簡易測
位以外の測位を行うべきであると判定した場合、前記第２サーバ装置に対して第２測位要
求を送信するように構成されている測位要求送信部と、
　前記無線基地局又は前記第２サーバ装置から受信した前記移動局の測位結果を前記第１
サーバ装置に送信するように構成されている測位結果送信部とを具備し、
　前記無線基地局は、
　受信した前記第２測位要求に応じて、前記移動局の簡易測位を行うように構成されてい
る測位部と、
　前記測位結果を前記交換局に送信するように構成されている測位結果送信部とを具備し
、
　前記第２サーバ装置は、
　受信した前記第２測位要求に応じて、前記移動局の測位結果を演算するように構成され
ている演算部と、
　前記測位結果を前記交換局に送信するように構成されている測位結果送信部とを具備す
ることを特徴とする移動通信システム。
【請求項３】
　第１サーバ装置から第１測位要求を受信した場合に、該第１測位要求に応じて行うべき
移動局の測位種別について判定するように構成されている判定部と、
　前記第１測位要求に応じて前記移動局の簡易測位を行うべきであると判定した場合、無
線基地局に対して第２測位要求を送信し、該第１測位要求に応じて該移動局の簡易測位以
外の測位を行うべきであると判定した場合、第２サーバ装置に対して第２測位要求を送信
するように構成されている測位要求送信部と、
　前記無線基地局又は前記第２サーバ装置から受信した前記移動局の測位結果を前記第１
サーバ装置に送信するように構成されている測位結果送信部とを具備することを特徴とす
る交換局。
【請求項４】
　前記判定部は、前記移動局の測位結果を要求している端末の識別情報、該移動局の測位
結果の要求サービス品質又は該移動局の在圏エリアの少なくとも１つに基づいて、該第１
測位要求に応じて行うべき該移動局の測位種別について判定するように構成されているこ
とを特徴とする請求項３に記載の交換局。
【請求項５】
　前記判定部は、前記第１測位要求によって指定されている前記移動局の測位種別を、該
第１測位要求に応じて行うべき移動局の測位種別であると判定するように構成されている
ことを特徴とする請求項３に記載の交換局。
【請求項６】
　前記無線基地局から受信した前記測位結果に基づく所定演算を行うべきであると判定し
た場合に、前記第２サーバ装置に対して該所定演算を行うように要求するように構成され
ている所定演算要求部を更に具備し、
　前記測位結果送信部は、前記第２サーバ装置から受信した前記所定演算結果を、前記測
位結果として前記第１サーバ装置に送信するように構成されていることを特徴とする請求
項３に記載の交換局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法、移動通信システム、交換局、サーバ装置及び無線基地局に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　図１４及び図１５を参照して、従来のＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏ
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ｎ）方式の移動通信システムにおいてＬＣＳ（Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を提
供する動作について説明する。
【０００３】
　第１に、図１４を参照して、移動局ＵＥの測位手順に移動局ＵＥが関わる場合の動作に
ついて説明する。
【０００４】
　図１４に示すように、ステップＳ１００１において、ＬＣＳクライアントは、サーバ装
置ＧＭＬＣ（Ｇａｔｅｗａｙ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ）に対し
て、移動局ＵＥの測位結果を要求する「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送
信する。
【０００５】
　ステップＳ１００２において、サーバ装置ＧＭＬＣは、サーバ装置ＨＳＳ（Ｈｏｍｅ　
Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ　Ｓｅｒｖｅｒ）に対して、移動局ＵＥの在圏エリアを問い合わせる
在圏解決要求を送信し、ステップＳ１００３において、サーバ装置ＨＳＳは、受信した在
圏解決要求に応じて、サーバ装置ＧＭＬＣに対して、移動局ＵＥの在圏エリアを通知する
在圏解決応答を送信する。
【０００６】
　ステップＳ１００４において、サーバ装置ＧＭＬＣは、移動局ＵＥの在圏エリアを管理
する交換局ＭＭＥに対して、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ
」を送信し、ステップＳ１００５において、交換局ＭＭＥは、サーバ装置ＥＳＭＬＣ（Ｅ
ｖｏｌｖｅｄ　Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ）に対
して、「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を転送する。
【０００７】
　ステップＳ１００６において、サーバ装置ＥＳＭＬＣは、受信した「Ｌｏｃａｔｉｏｎ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて、交換局ＭＭＥに対して、「ＤＬ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ
　Ｍｅｓｓａｇｅ」を含む「Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【０００８】
　ステップＳ１００７において、交換局ＭＭＥは、無線基地局ｅＮＢに対して、受信した
「ＤＬ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｍｅｓｓａｇｅ」を含む「ＮＡＳ　Ｔｒａｎｓｐｏｒ
ｔ」を送信する。
【０００９】
　ステップＳ１００８において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、受信した「
ＤＬ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｍｅｓｓａｇｅ」を送信する。
【００１０】
　移動局ＵＥは、ステップＳ１００９において、受信した「ＤＬ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎ
ｇ　Ｍｅｓｓａｇｅ」に応じて、移動局ＵＥの測位を行い、ステップＳ１０１０において
、無線基地局ｅＮＢに対して、かかる測位結果を含む「ＵＬ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　
Ｍｅｓｓａｇｅ」を送信する。
【００１１】
　ステップＳ１０１１において、無線基地局ｅＮＢは、交換局ＭＭＥに対して、受信した
「ＵＬ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｍｅｓｓａｇｅ」を含む「ＮＡＳ　Ｔｒａｎｓｐｏｒ
ｔ」を送信する。
【００１２】
　ステップＳ１０１２において、交換局ＭＭＥは、サーバ装置ＥＳＭＬＣに対して、受信
した「ＵＬ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｍｅｓｓａｇｅ」を含む「Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎ
ｇ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【００１３】
　ステップＳ１０１３において、サーバ装置ＥＳＭＬＣは、交換局ＭＭＥに対して、受信
した「Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」に応じて、「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｓｐｏｎｓｅ」を送信し、ステップＳ１０１４において、交換局ＭＭＥは、サーバ装置
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ＧＭＬＣに対して、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ
」を転送する。
【００１４】
　ステップＳ１０１５において、サーバ装置ＧＭＬＣは、ＬＣＳクライアントに対して、
「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【００１５】
　第２に、図１５を参照して、移動局ＵＥの測位手順に移動局ＵＥが関わらない場合の動
作について説明する。
【００１６】
　図１５に示すように、ステップＳ２００１乃至Ｓ２００５の動作は、図１３に示すステ
ップＳ１００１乃至Ｓ１００５の動作と同一である。
【００１７】
　ステップＳ２００６において、サーバ装置ＥＳＭＬＣは、受信した「Ｐｒｏｖｉｄｅ　
Ｓｕｂｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」に応じて、交換局ＭＭＥに対して、「Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を含む「Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００１８】
　ステップＳ２００７において、交換局ＭＭＥは、無線基地局ｅＮＢに対して、受信した
「Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を含む「Ｌｏｃａｔｉｏ
ｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００１９】
　無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ２００８において、移動局ＵＥの簡易測位を行い、ス
テップＳ２００９において、交換局ＭＭＥに対して、かかる測位結果を含む「Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を含む「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐ
ｏｎｓｅ」を送信する。
【００２０】
　ステップＳ２０１０において、交換局ＭＭＥは、サーバ装置ＥＳＭＬＣに対して、受信
した「Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を含む「Ｐｏｓｉｔ
ｉｏｎｉｎｇ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【００２１】
　ステップＳ２０１１において、サーバ装置ＥＳＭＬＣは、交換局ＭＭＥに対して、受信
した「Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」に応じて、「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｓｐｏｎｓｅ」を送信し、ステップＳ２０１２において、交換局ＭＭＥは、サーバ装置
ＧＭＬＣに対して、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ
」を転送する。
【００２２】
　ステップＳ２０１３において、サーバ装置ＧＭＬＣは、ＬＣＳクライアントに対して、
「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００２３】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ２３.２７１
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.４１３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　しかしながら、図１５に示すように、複雑な演算を伴わない簡易測位が行われる場合で
あっても、サーバ装置ＥＳＭＬＣは、交換局ＭＭＥから受信した「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ」に応じて「Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信したり、交
換局ＭＭＥから受信した「Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」に応じて「Ｌｏ



(5) JP 5153002 B2 2013.2.27

10

20

30

40

50

ｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信したりしなければならない。
【００２５】
　したがって、移動局ＵＥの簡易測位を要求する数が増加した場合、サーバ装置ＥＳＭＬ
Ｃでは、移動局ＵＥの測位結果の導出に係る処理負荷は少ないにも関わらず、上述の送信
処理に係る処理負荷が増大してしまうという問題点があった。
【００２６】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、無線基地局ｅＮＢにおい
て簡易測位が行われる場合にサーバ装置ＥＳＭＬＣにおける処理負荷を低減することがで
きる移動通信方法、移動通信システム、交換局、サーバ装置及び無線基地局を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、交換局が、第１サーバ装置から第１測
位要求を受信した場合に、該第１測位要求に応じて行うべき移動局の測位種別について判
定する工程と、前記交換局が、前記第１測位要求に応じて前記移動局の簡易測位を行うべ
きであると判定した場合、無線基地局に対して第２測位要求を送信する工程と、前記交換
局が、前記第１測位要求に応じて前記移動局の簡易測位以外の測位を行うべきであると判
定した場合、第２サーバ装置に対して第２測位要求を送信する工程と、前記無線基地局が
、受信した前記第２測位要求に応じて、前記移動局の簡易測位を行い、該測位結果を該交
換局に送信する工程と、前記第２サーバ装置が、受信した前記第２測位要求に応じて、前
記移動局の測位結果を演算し、該測位結果を該交換局に送信する工程と、前記交換局が、
前記無線基地局又は前記第２サーバ装置から受信した前記測位結果を前記第１サーバ装置
に送信する工程とを有することを要旨とする。
【００２８】
　本発明の第２の特徴は、第１サーバ装置と、第２サーバ装置と、交換局と、無線基地局
とを具備する移動通信システムであって、前記交換局は、前記第１サーバ装置から第１測
位要求を受信した場合に、該第１測位要求に応じて行うべき移動局の測位種別について判
定するように構成されている判定部と、前記第１測位要求に応じて前記移動局の簡易測位
を行うべきであると判定した場合、前記無線基地局に対して第２測位要求を送信し、該第
１測位要求に応じて該移動局の簡易測位以外の測位を行うべきであると判定した場合、前
記第２サーバ装置に対して第２測位要求を送信するように構成されている測位要求送信部
と、前記無線基地局又は前記第２サーバ装置から受信した前記移動局の測位結果を前記第
１サーバ装置に送信するように構成されている測位結果送信部とを具備し、前記無線基地
局は、受信した前記第２測位要求に応じて、前記移動局の簡易測位を行うように構成され
ている測位部と、前記測位結果を前記交換局に送信するように構成されている測位結果送
信部とを具備し、前記第２サーバ装置は、受信した前記第２測位要求に応じて、前記移動
局の測位結果を演算するように構成されている演算部と、前記測位結果を前記交換局に送
信するように構成されている測位結果送信部とを具備することを要旨とする。
【００２９】
　本発明の第３の特徴は、交換局であって、第１サーバ装置から第１測位要求を受信した
場合に、該第１測位要求に応じて行うべき移動局の測位種別について判定するように構成
されている判定部と、前記第１測位要求に応じて前記移動局の簡易測位を行うべきである
と判定した場合、無線基地局に対して第２測位要求を送信し、該第１測位要求に応じて該
移動局の簡易測位以外の測位を行うべきであると判定した場合、第２サーバ装置に対して
第２測位要求を送信するように構成されている測位要求送信部と、前記無線基地局又は前
記第２サーバ装置から受信した前記移動局の測位結果を前記第１サーバ装置に送信するよ
うに構成されている測位結果送信部とを具備することを要旨とする。
【００３０】
　本発明の第４の特徴は、サーバ装置であって、発信元端末から測位要求を受信した場合
に、該測位要求に応じて行うべき移動局の測位種別について判定するように構成されてい
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る判定部と、前記測位要求に応じて前記移動局の簡易測位を行うべきであると判定した場
合、交換局に対して、該移動局の簡易測位を行うように要求する第１測位要求を送信する
ように構成されている測位要求送信部と、前記交換局から受信した前記移動局の測位結果
を、前記発信元端末に送信するように構成されている測位結果送信部とを具備することを
要旨とする。
【００３１】
　本発明の第５の特徴は、無線基地局であって、交換局から受信した測位要求内に地理的
エリアが設定されており、該測位要求によって移動局の簡易測位が要求されている場合に
、該移動局の測位結果として、該移動局の在圏セルの識別情報又は該在圏セルの緯度経度
情報の少なくとも１つを取得するように構成されている測位部と、前記移動局の測位結果
を、前記交換局に送信するように構成されている測位結果送信部と、受信した前記測位要
求内に地理的エリアが設定されておらず、前記移動局における測位が必要であると判定さ
れた場合に、該移動局に対して、該移動局の測位を行うように指示するように構成されて
いる指示部とを具備しており、前記測位部は、受信した前記測位要求内に地理的エリアが
設定されておらず、前記移動局における測位が必要でないと判定された場合に、該移動局
の測位結果として、該移動局の在圏セルの識別情報を取得するように構成されていること
を要旨とする。
【発明の効果】
【００３２】
　以上説明したように、本発明によれば、無線基地局ｅＮＢにおいて簡易測位が行われる
場合にサーバ装置ＥＳＭＬＣにおける処理負荷を低減することができる移動通信方法、移
動通信システム、交換局、サーバ装置及び無線基地局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るＧＭＬＣの機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るＭＭＥの機能ブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るＭＭＥによって送信される「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ」のフォーマットの一例を説明するための図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係るＭＭＥによって送信される「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ」のフォーマットの一例を説明するための図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係るｅＮＢの機能ブロック図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係るｅＮＢによって送信される「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　
Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」のフォーマットの一例を説明するための図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係るＥＳＭＬＣの機能ブロック図である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムのプロトコル構成図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図で
ある。
【図１１】本発明の第１の実施形態に係るＧＭＬＣの動作を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の第１の実施形態に係るＭＭＥの動作を示すフローチャートである。
【図１３】本発明の第１の実施形態に係るｅＮＢの動作を示すフローチャートである。
【図１４】従来の移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１５】従来の移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
　図１乃至図５を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。
【００３５】
　本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ方式の移動通信システムであって、ＬＣ
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Ｓを提供することができるように構成されている、すなわち、移動局ＵＥの測位結果を提
供することができるように構成されている。
【００３６】
　例えば、移動局ＵＥの測位結果は、移動局ＵＥの在圏セルの識別情報（セルＩＤ）や、
移動局ＵＥの在圏セルの経度緯度情報や、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢとの間の距離情
報等といった移動局ＵＥの位置情報である。
【００３７】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＣＳクライアントと、サ
ーバ装置ＧＭＬＣと、サーバ装置ＨＳＳと、サーバ装置ＥＳＭＬＣと、交換局ＭＭＥと、
無線基地局ｅＮＢとを具備している。
【００３８】
　図２に示すように、サーバ装置ＧＭＬＣは、受信部１１と、在圏エリア特定部１１Ａと
、判定部１２と、Ｐｒｉｖａｃｙ　Ｃｈｅｃｋ実施部１３と、測位要求送信部１４と、測
位結果送信部１５と、課金処理部１６とを具備している。
【００３９】
　受信部１１は、ＬＣＳクライアントから、移動局ＵＥの測位結果を要求する「ＬＣＳ　
Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（測位要求）」を受信するように構成されている。
【００４０】
　また、受信部１１は、交換局ＭＭＥから、移動局ＵＥの測位結果を通知する「Ｐｒｏｖ
ｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ」を受信するように構成され
ている。
【００４１】
　在圏エリア特定部１１Ａは、受信部１１によって「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ」が受信された場合に、サーバ装置ＨＳＳに対して在圏解決要求を送信し、サーバ
装置ＨＳＳから在圏解決応答を受信することによって、移動局ＵＥの在圏エリア（例えば
、移動局ＵＥの在圏交換局ＭＭＥ）を特定するように構成されている。
【００４２】
　ここで、在圏エリア特定部１１Ａは、移動局ＵＥの在圏エリアを特定できない場合には
、ＬＣＳクライアントに対して、エラー応答を送信するように構成されていてもよい。
【００４３】
　判定部１２は、受信部１１によって受信された「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ」に応じて行うべき移動局ＵＥの測位種別について判定するように構成されている。
【００４４】
　具体的には、判定部１２は、移動局ＵＥの測位結果を要求しているＬＣＳクライアント
の識別情報を示す「ＬＣＳ　Ｃｌｉｅｎｔ　ＩＤ」、移動局ＵＥの測位結果の要求サービ
ス品質を示す「ＬＣＳ　ＱｏＳ」又は移動局ＵＥの在圏エリアの少なくとも１つに基づい
て、「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて行うべき移動局ＵＥの測位種
別について判定するように構成されていてもよい。
【００４５】
　例えば、判定部１２は、「ＬＣＳ　Ｃｌｉｅｎｔ　ＩＤ」が属するＬＣＳクライアント
の種別（ＬＣＳ　Ｃｌｉｅｎｔ　Ｔｙｐｅ）が「簡易測位」を実施するように設定されて
いる場合、「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて移動局ＵＥの簡易測位
を行うべきであると判定するように構成されている。
【００４６】
　或いは、判定部１２は、「ＬＣＳ　ＱｏＳ」における「Ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌ-Ａｃｃ
ｕｒａｃｙ」や「Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｔｉｍｅ　Ｃａｔｅｇｏｒｙ」が「簡易測位」によ
って満足できる場合、「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて移動局ＵＥ
の簡易測位を行うべきであると判定するように構成されている。
【００４７】
　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ｃｈｅｃｋ実施部１３は、移動局ＵＥに対するＰｒｉｖａｃｙ　Ｃｈ
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ｅｃｋを実施するように構成されている。
【００４８】
　具体的には、Ｐｒｉｖａｃｙ　Ｃｈｅｃｋ実施部１３は、加入者プライバシプロファイ
ルや在圏装置（ＭＭＥやｅＮＢ等）の能力に基づいて、Ｐｒｉｖａｃｙ要件が満たされて
いるか否かについて判定するように構成されている。
【００４９】
　例えば、Ｐｒｉｖａｃｙ　Ｃｈｅｃｋ実施部１３は、特定のＬＣＳクライアントからの
「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信した場合や、特定の移動局ＵＥの測
位に係る「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信した場合等に、Ｐｒｉｖａ
ｃｙ要件が満たされていないと判定するように構成されていてもよい。
【００５０】
　また、Ｐｒｉｖａｃｙ　Ｃｈｅｃｋ実施部１３は、移動局ＵＥの在圏交換局ＭＭＥにお
けるＰｒｉｖａｃｙ条件を設定するように構成されていてもよい。
【００５１】
　例えば、Ｐｒｉｖａｃｙ　Ｃｈｅｃｋ実施部１３は、Ｐｒｉｖａｃｙ条件として、移動
局ＵＥに対して測位が行われることを通知するか否かについて設定することができる。
【００５２】
　測位要求送信部１４は、「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて移動局
ＵＥの簡易測位を行うべきであると判定した場合、交換局ＭＭＥに対して、移動局ＵＥの
簡易測位を行うように要求する「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉ
ｏｎ（第１測位要求）」を送信するように構成されている。
【００５３】
　具体的には、測位要求送信部１４は、「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に
応じて移動局ＵＥの簡易測位を行うべきであると判定した場合、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕ
ｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」に簡易測位ビットを設定するように構成されてい
る。
【００５４】
　ここで、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」には、上述の
「ＬＣＳ　Ｃｌｉｅｎｔ　ＩＤ」や「ＬＣＳ　ＱｏＳ」が含まれているものとする。
【００５５】
　測位結果送信部１５は、交換局ＭＭＥから受信した移動局ＵＥの測位結果を、ＬＣＳク
ライアントに送信するように構成されている。
【００５６】
　具体的には、測位結果送信部１５は、交換局ＭＭＥから受信した移動局ＵＥの測位結果
を含む「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を、ＬＣＳクライアントに送信す
るように構成されている。
【００５７】
　課金処理部１６は、移動局ＵＥの測位の成功可否に応じて、移動局ＵＥ或いはＬＣＳク
ライアントに対して課金することを可能とする。また、課金処理部１６は、サーバ装置Ｅ
ＳＭＬＣから移動局ＵＥの測位の成功可否の通知を受けて、課金することも可能であるよ
うに構成されていてもよい。
【００５８】
　図３に示すように、交換局ＭＭＥは、受信部２１と、判定部２２と、Ｐｒｉｖａｃｙ　
Ｃｈｅｃｋ実施部２３と、測位要求送信部２４と、測位結果送信部２５と、所定演算要求
部２６とを具備している。
【００５９】
　受信部２１は、サーバ装置ＧＭＬＣから、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　
Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を受信するように構成されている。
【００６０】
　また、受信部２１は、無線基地局ｅＮＢ又はサーバ装置ＥＳＭＬＣから、移動局ＵＥの
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測位結果を含む「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を受信するように構成されてい
る。
【００６１】
　判定部２２は、受信部２１によって受信された「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ
ｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を受け付けるか否かについて判定するように構成されている。
【００６２】
　また、判定部２２は、受信部２１によって受信された「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒ
ｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を受け付けると判定した場合に、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕ
ｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」に応じて行うべき移動局ＵＥの測位種別について
判定するように構成されている。
【００６３】
　具体的には、判定部２２は、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉ
ｏｎ」に含まれる「ＬＣＳ　Ｃｌｉｅｎｔ　ＩＤ」、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉ
ｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」に含まれる「ＬＣＳ　ＱｏＳ」又は移動局ＵＥの在圏エリア
の少なくとも１つに基づいて、「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて行
うべき移動局ＵＥの測位種別について判定するように構成されていてもよい。
【００６４】
　例えば、判定部２２は、「ＬＣＳ　Ｃｌｉｅｎｔ　ＩＤ」が属するＬＣＳクライアント
の種別（ＬＣＳ　Ｃｌｉｅｎｔ　Ｔｙｐｅ）が「簡易測位」を実施するように設定されて
いる「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて移動局ＵＥの簡易測位を行う
べきであると判定するように構成されている。
【００６５】
　或いは、判定部２２は、「ＬＣＳ　ＱｏＳ」における「Ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌ-Ａｃｃ
ｕｒａｃｙ」や「Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｔｉｍｅ　Ｃａｔｅｇｏｒｙ」が「簡易測位」によ
って満足できる場合、「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて移動局ＵＥ
の簡易測位を行うべきであると判定するように構成されている。
【００６６】
　また、判定部２２は、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」
によって指定されている移動局ＵＥの測位種別を、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂ
ｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」に応じて行うべき移動局ＵＥの測位種別であると判定するよう
に構成されていてもよい。
【００６７】
　例えば、判定部２２は、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ
」に簡易測位ビットが設定されている場合、「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
」に応じて移動局ＵＥの簡易測位を行うべきであると判定するように構成されていてもよ
い。
【００６８】
　また、判定部２２は、無線基地局ｅＮＢから受信した測位結果に基づく所定演算（移動
局ＵＥの測位結果についての詳細演算）を行うべきであるか否かについて判定するように
構成されている。
【００６９】
　所定演算要求部２６は、判定部２２によって、移動局ＵＥの測位結果についての詳細演
算を行うべきであると判定された場合、サーバ装置ＥＳＭＬＣに対して、かかる詳細演算
の要求（詳細演算要求）を送信するように構成されている。
【００７０】
　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ｃｈｅｃｋ実施部２３は、移動局ＵＥに対するＰｒｉｖａｃｙ　Ｃｈ
ｅｃｋを実施するように構成されている。
【００７１】
　具体的には、Ｐｒｉｖａｃｙ　Ｃｈｅｃｋ実施部２３は、サーバ装置ＧＭＬＣから指示
されたＰｒｉｖａｃｙ要件が満たされているか否かについて判定するように構成されてい
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る。
【００７２】
　測位要求送信部２４は、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ
」に応じて移動局ＵＥの簡易測位を行うべきであると判定した場合、無線基地局ｅＮＢに
対して「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（第２測位要求）」を送信するように構成さ
れている。
【００７３】
　図４及び図５に、かかる「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」のフォーマットの一例
を示す。
【００７４】
　図４に示すように、「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」には、情報要素として、「
Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ」や「ＭＭＥ　ＵＥ　Ｓ１ＡＰ　ＩＤ」や「ｅＮＢ　ＵＥ　Ｓ
１ＡＰ　ＩＤ」や「Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｙｐｅ」が含まれ得る。
【００７５】
　図５に示すように、情報要素「Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｙｐｅ」には、情報要素として、「
Ｅｖｅｎｔ」や「Ｒｅｐｏｒｔ　Ａｒｅａ」や「Ｓｉｍｐｌｉｆｉｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏ
ｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」が含まれ得る。
【００７６】
　或いは、測位要求送信部２４は、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａ
ｔｉｏｎ」に応じて移動局ＵＥの簡易測位以外の測位を行うべきであると判定した場合、
サーバ装置ＥＳＭＬＣに対して「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（第２測位要求）」
を送信するように構成されている。
【００７７】
　測位結果送信部２５は、無線基地局ｅＮＢ又はサーバ装置ＥＳＭＬＣから受信した移動
局ＵＥの測位結果を、サーバ装置ＧＭＬＣに送信するように構成されている。
【００７８】
　具体的には、測位結果送信部２５は、無線基地局ｅＮＢ又はサーバ装置ＥＳＭＬＣから
受信した移動局ＵＥの測位結果を含む「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃ
ａｔｉｏｎ　Ａｃｋ」を、サーバ装置ＧＭＬＣに送信するように構成されている。
【００７９】
　ここで、測位結果送信部２５は、サーバ装置ＥＳＭＬＣから受信した所定演算結果（詳
細演算結果）を、移動局ＵＥの測位結果としてサーバ装置ＧＭＬＣに送信するように構成
されていてもよい。
【００８０】
　図６に示すように、無線基地局ｅＮＢは、受信部３１と、判定部３２と、測位部３３と
、指示部３４と、測位結果送信部３５とを具備している。
【００８１】
　受信部３１は、交換局ＭＭＥから、「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信する
ように構成されている。
【００８２】
　判定部３２は、無線基地局ｅＮＢにおいて移動局ＵＥの簡易測位を行うべきか、或いは
、移動局ＵＥにおいて移動局ＵＥの測位を行うべきかについて判定するように構成されて
いる。
【００８３】
　例えば、判定部３２は、受信部３１によって受信された「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ」内に「Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ａｒｅａ（地理的エリア）」が設定されてお
り、「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」によって移動局ＵＥの簡易測位が要求されて
いる場合（すなわち、「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」内の「Ｓｉｍｐｌｉｆｉｅ
ｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」が有効である場合）に、無線基地局ｅＮＢにお
いて移動局ＵＥの簡易測位を行うべきであると判定するように構成されている。
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【００８４】
　或いは、判定部３２は、受信部３１によって受信された「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ」内に「Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ａｒｅａ」が設定されておらず、移動局ＵＥ
の測位が必要であると判定された場合に、移動局ＵＥにおいて移動局ＵＥの測位を行うべ
きであると判定するように構成されている。
【００８５】
　測位部３３は、判定部３２によって、無線基地局ｅＮＢにおいて移動局ＵＥの簡易測位
を行うべきであると判定された場合、移動局ＵＥの測位結果として、移動局ＵＥの在圏セ
ルの識別情報又は移動局ＵＥの在圏セルの緯度経度情報の少なくとも１つを取得するよう
に構成されている。
【００８６】
　なお、測位部３３は、判定部３２によって、受信部３１によって受信された「Ｌｏｃａ
ｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」内に「Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ａｒｅａ」が設定されて
おらず、移動局ＵＥの測位が必要でないと判定された場合に、移動局ＵＥの測位結果とし
て、移動局ＵＥの在圏セルの識別情報を取得するように構成されていてもよい。
【００８７】
　指示部３４は、判定部３２によって、移動局ＵＥにおいて移動局ＵＥの簡易測位を行う
べきであると判定された場合、移動局ＵＥに対して、移動局ＵＥの測位を行うように指示
するように構成されている。
【００８８】
　測位結果送信部３５は、測位部３３によって取得された移動局ＵＥの測位結果を、交換
局ＭＭＥに送信するように構成されている。
【００８９】
　具体的には、測位結果送信部３５は、測位部３３によって取得された移動局ＵＥの測位
結果を含む「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を、交換局ＭＭＥに送信するように
構成されている。
【００９０】
　図７及び図５に、かかる「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」のフォーマットの一
例を示す。
【００９１】
　図７に示すように、「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」には、情報要素として、
「Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ」や「ＭＭＥ　ＵＥ　Ｓ１ＡＰ　ＩＤ」や「ｅＮＢ　ＵＥ　
Ｓ１ＡＰ　ＩＤ」や「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ＣＧＩ」や「Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ａｒｅ
ａ」や「ＴＡＩ」や「Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｙｐｅ」が含まれ得る。
【００９２】
　図５に示すように、情報要素「Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｙｐｅ」には、情報要素として、「
Ｅｖｅｎｔ」や「Ｒｅｐｏｒｔ　Ａｒｅａ」や「Ｓｉｍｐｌｉｆｉｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏ
ｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」が含まれ得る。
【００９３】
　図８に示すように、サーバ装置ＥＳＭＬＣは、受信部４１と、演算部４２と、測位結果
送信部４３と、測位方式判定部４４と、測位要求送信部４５とを具備している。
【００９４】
　受信部４１は、交換局ＭＭＥから、「Ｌｏａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」及び「Ｐｏｓ
ｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を受信するように構成されている。
【００９５】
　また、受信部４１は、交換局ＭＭＥから、移動局ＵＥの測位結果についての詳細演算の
要求を受信するように構成されている。
【００９６】
　さらに、受信部４１は、「Ｌｏａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信した場合、「Ｌｏ
ａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」内の情報要素に基づいて、移動局ＵＥの測位結果の演算を
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行うべきか、移動局ＵＥの測位手順を開始するかについて決定する。
【００９７】
　かかる情報要素は、例えば、「Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ａｒｅａ」等の測位結果情
報の有無であってもよいし、サーバ装置ＥＳＭＬＣにて詳細測位演算を要求するビット等
であってもよい。
【００９８】
　演算部４２は、受信部４１によって受信された「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ
ｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」に応じて、移動局ＵＥの測位結果の演算を行うように構成されて
いる。
【００９９】
　また、演算部４２は、受信部４１によって受信された移動局ＵＥの測位結果についての
詳細演算要求に応じて、かかる詳細演算を行うように構成されている。
【０１００】
　測位結果送信部４３は、演算部４２による演算結果について、交換局ＭＭＥに対して送
信するように構成されている。
【０１０１】
　具体的には、測位結果送信部４３は、交換局ＭＭＥに対して、移動局ＵＥの測位結果の
演算結果を含む「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」や、移動局ＵＥの測位結果の演
算結果を含む詳細演算応答を送信するように構成されている。
【０１０２】
　測位方式判定部４４は、受信部４１によって受信された「Ｌｏａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ」により移動局ＵＥの測位手順を開始すると決定する場合に、どのような測位方式を
利用するかを判定するように構成されている。
【０１０３】
　また、測位方式判定部４４は、決定した測位方式を交換局ＭＭＥに送信するように、測
位要求送信部４５に通知するように構成されている。
【０１０４】
　測位要求送信部４５は、測位方式判定部４４から受けた通知に基づいて、交換局ＭＭＥ
に対して「Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信するように構成されている
。
【０１０５】
　図９（ａ）及び図９（ｂ）に、本実施形態に係る移動通信システムで用いられるプロト
コルスタックの一例を示す。
【０１０６】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作）
　以下、図１０乃至図１３を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作につい
て説明する。
【０１０７】
　第１に、図１０を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおいて移動局ＵＥの
簡易測位が行われる場合の動作について説明する。
【０１０８】
　図１０に示すように、ステップＳ１０１において、ＬＣＳクライアントは、サーバ装置
ＧＭＬＣに対して、移動局ＵＥの測位結果を要求する「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ」を送信する。
【０１０９】
　ステップＳ１０２において、サーバ装置ＧＭＬＣは、サーバ装置ＨＳＳに対して、移動
局ＵＥの在圏エリアを問い合わせる在圏解決要求を送信し、ステップＳ１０３において、
サーバ装置ＨＳＳは、受信した在圏解決要求に応じて、サーバ装置ＧＭＬＣに対して、移
動局ＵＥの在圏エリアを通知する在圏解決応答を送信する。
【０１１０】
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　サーバ装置ＧＭＬＣは、ステップＳ１０４において、無線基地局ｅＮＢにおける簡易測
位によって得られる移動局ＵＥの測位結果を取得するべきであると判定し、ステップＳ１
０５において、移動局ＵＥの在圏エリアを管理する交換局ＭＭＥに対して、「Ｐｒｏｖｉ
ｄｅ　Ｓｕｂｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を送信する。
【０１１１】
　ここで、かかる「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」には、「
ＬＣＳ　Ｃｌｉｅｎｔ　ＩＤ」や「ＬＣＳ　ＱｏＳ」や「簡易測位ビット」が設定される
ものとする。
【０１１２】
　交換局ＭＭＥは、ステップＳ１０６において、移動局ＵＥの簡易測位を行うべきである
と判定し、ステップＳ１０７において、無線基地局ｅＮＢに対して、「Ｌｏｃａｔｉｏｎ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【０１１３】
　無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ１０８において、移動局ＵＥの簡易測位を行い、ステ
ップＳ１０９において、交換局ＭＭＥに対して、かかる移動局ＵＥの簡易測位で得られた
移動局ＵＥの測位結果（例えば、移動局ＵＥの在圏セルの経度緯度情報等といった移動局
ＵＥの位置情報）を含む「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【０１１４】
　交換局ＭＭＥは、ステップＳ１１０において、受信した「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐ
ｏｎｓｅ」に含まれる移動局ＵＥの測位結果についての詳細演算を行うべきであると決定
した場合、ステップＳ１１１において、サーバ装置ＥＳＭＬＣに対して、詳細演算要求を
送信する。
【０１１５】
　サーバ装置ＥＳＭＬＣは、ステップＳ１１２において、受信した詳細演算要求に応じて
、移動局ＵＥの測位結果についての詳細演算を行い、ステップＳ１１３において、交換局
ＭＭＥに対して、かかる詳細演算結果を含む詳細演算応答を送信する。
【０１１６】
　ステップＳ１１４において、交換局ＭＭＥは、サーバ装置ＧＭＬＣに対して、かかる移
動局ＵＥの測位結果についての詳細演算結果を含む「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｃｒｉｂｅ
ｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ」を送信する。
【０１１７】
　ステップＳ１１５において、サーバ装置ＧＭＬＣは、ＬＣＳクライアントに対して、か
かる移動局ＵＥの測位結果についての詳細演算結果を含む「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒ
ｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【０１１８】
　第２に、図１１を参照して、本実施形態に係るサーバ装置ＧＭＬＣの動作について説明
する。
【０１１９】
　図１１に示すように、サーバ装置ＧＭＬＣは、ステップＳ２０１において、ＬＣＳクラ
イアントから「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信すると、ステップＳ２
０２において、サーバ装置ＨＳＳに対して在圏解決要求を送信することによって、移動局
ＵＥの在圏交換局（例えば、ＳＧＳＮ/ＭＳＣ又はＭＭＥ）の特定を試みる。
【０１２０】
　移動局ＵＥの在圏交換局の特定に成功した場合、本動作は、ステップＳ２０３に進み、
移動局ＵＥの在圏交換局ＭＭＥの特定に失敗した場合、本動作は、ステップＳ２０４に進
む。
【０１２１】
　ステップＳ２０３において、サーバ装置ＧＭＬＣは、Ｐｒｉｖａｃｙ要件が満たされて
いるか否かについて判定する。
【０１２２】
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　Ｐｒｉｖａｃｙ要件が満たされていると判定された場合、本動作は、ステップＳ２０５
に進み、Ｐｒｉｖａｃｙ要件が満たされていないと判定された場合、本動作は、ステップ
Ｓ２０４に進む。
【０１２３】
　ステップＳ２０４において、サーバ装置ＧＭＬＣは、ＬＣＳクライアントに対して、エ
ラー応答を送信する。
【０１２４】
　ステップＳ２０５において、サーバ装置ＧＭＬＣは、在圏交換局におけるＰｒｉｖａｃ
ｙ条件を設定する。
【０１２５】
　サーバ装置ＧＭＬＣは、ステップＳ２０６において、移動局ＵＥの簡易判定を行うべき
であるか否かについて判定し、ステップＳ２０７において、かかる判定結果に基づいて生
成した「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を、移動局ＵＥの
在圏交換局に送信する。
【０１２６】
　第３に、図１２を参照して、本実施形態に係る交換局ＭＭＥの動作について説明する。
【０１２７】
　図１２に示すように、交換局ＭＭＥは、ステップＳ３０１において、サーバ装置ＧＭＬ
Ｃから「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を受信すると、ス
テップＳ３０２において、かかる「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ」を受け付けることができるか否かについて判定する。
【０１２８】
　かかる「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を受け付けるこ
とができると判定された場合、本動作は、ステップＳ３０３に進み、かかる「Ｐｒｏｖｉ
ｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を受け付けることができないと判定さ
れた場合、本動作は、ステップＳ３０４に進む。
【０１２９】
　ステップＳ３０３において、交換局ＭＭＥは、Ｐｒｉｖａｃｙ要件が満たされているか
否かについて判定する。
【０１３０】
　Ｐｒｉｖａｃｙ要件が満たされていると判定された場合、本動作は、ステップＳ３０５
に進み、Ｐｒｉｖａｃｙ要件が満たされていないと判定された場合、本動作は、ステップ
Ｓ３０４に進む。
【０１３１】
　ステップＳ３０４において、交換局ＭＭＥは、サーバ装置ＧＭＬＣに対して、エラー応
答を送信する。
【０１３２】
　ステップＳ３０５において、交換局ＭＭＥは、移動局ＵＥに対するＰｒｉｖａｃｙ　Ｃ
ｈｅｃｋ動作（例えば、移動局ＵＥに対して測位を行うことを通知する動作等）を決定す
る。
【０１３３】
　交換局ＭＭＥは、ステップＳ３０６において、移動局ＵＥの簡易判定を行うべきである
か否かについて判定し、移動局ＵＥの簡易判定を行うべきであると判定された場合、本動
作は、ステップＳ３０７に進み、それ以外の場合には、本動作は、ステップＳ３０８に進
む。
【０１３４】
　交換局ＭＭＥは、ステップＳ３０７において、無線基地局ｅＮＢに対して「Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信し、ステップＳ３０８において、サーバ装置ＥＳＭＬＣ
に対して「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を送信する。
【０１３５】
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　第４に、図１３を参照して、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢの動作について説明す
る。
【０１３６】
　図１３に示すように、無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ４０１において、交換局ＭＭＥ
から「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（Ｓ１ＡＰメッセージ）」を受信し、ステップ
Ｓ４０２において、「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」内の情報要素「Ｒｅｐｏｒｔ
　Ａｒｅａ」に「Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ａｒｅａ」が設定されているか否かについ
て判定する。
【０１３７】
　「Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ａｒｅａ」が設定されていると判定された場合、本動作
は、ステップＳ４０３に進み、Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ａｒｅａ」が設定されていな
いと判定された場合、本動作は、ステップＳ４０７に進む。
【０１３８】
　ステップＳ４０３において、無線基地局ｅＮＢは、「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」内の情報要素「Ｓｉｍｐｌｉｆｉｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」が有効
であるか否かについて判定する。
【０１３９】
　情報要素「Ｓｉｍｐｌｉｆｉｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」が有効である
と判定された場合、本動作は、ステップＳ４０４に進み、情報要素「Ｓｉｍｐｌｉｆｉｅ
ｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」が有効でないと判定された場合、本動作は、ス
テップＳ４１０に進む。
【０１４０】
　ステップＳ４０４において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥの測位結果として、デー
タベース等から、移動局ＵＥの在圏セルの識別情報（セルＩＤ）を取得する。
【０１４１】
　無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ４０５において、マッピングテーブル等から、かかる
セルＩＤに対応する経度緯度情報を検索し、ステップＳ４０６において、かかる検索結果
を含む「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を、交換局ＭＭＥに対して送信する。
【０１４２】
　ステップＳ４０７において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥにおける測位を行う必要
があるか否かについて判定する。
【０１４３】
　移動局ＵＥにおける測位を行う必要があると判定された場合、本動作は、ステップＳ４
１０に進み、移動局ＵＥにおける測位を行う必要がないと判定された場合、本動作は、ス
テップＳ４０８に進む。
【０１４４】
　無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ４０８において、移動局ＵＥの測位結果として、デー
タベース等から、移動局ＵＥの在圏セルの識別情報（セルＩＤ）を取得し、かかるセルＩ
Ｄを含む「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を、交換局ＭＭＥに対して送信する。
【０１４５】
　ステップＳ４１０において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、移動局ＵＥに
おける測位を行うように指示する。
【０１４６】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、移動局ＵＥの簡易測位が行
われる場合、サーバ装置ＥＳＭＬＣの関与が不要となるため、サーバ装置ＥＳＭＬＣの処
理能力を浪費することを回避することができる。
【０１４７】
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、ＬＣＳの結果として、移動
局ＵＥの簡易測位が行われれば十分である場合、ＬＣＳクライアントに対する移動局ＵＥ
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の測位結果を通知するまでの時間を短縮することができる。
【０１４８】
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局ｅＮＢが、経度
緯度情報を通知することによって、コアネットワークにおいて、セルＩＤごとの経度緯度
情報を保持する必要がなくなり、ネットワーク設定情報を簡素化することができる。
【０１４９】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【０１５０】
　本実施形態の第１の特徴は、移動通信方法であって、交換局ＭＭＥが、サーバ装置ＧＭ
ＬＣ（第１サーバ装置）から「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏ
ｎ（第１測位要求）」を受信した場合に、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌ
ｏｃａｔｉｏｎ」に応じて行うべき移動局ＵＥの測位種別について判定する工程と、交換
局ＭＭＥが、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ（第１測位要
求）」に応じて移動局ＵＥの簡易測位を行うべきであると判定した場合、無線基地局ｅＮ
Ｂに対して「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（第２測位要求）」を送信する工程と、
交換局ＭＭＥが、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」に応じ
て移動局ＵＥの簡易測位以外の測位を行うべきであると判定した場合、サーバ装置ＥＳＭ
ＬＣ（第２サーバ装置）に対して、「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（第２測位要求
）」を送信する工程と、無線基地局ｅＮＢが、受信した「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ」に応じて、移動局ＵＥの簡易測位を行い、かかる測位結果を交換局ＭＭＥに送信す
る工程と、サーバ装置ＥＳＭＬＣが、受信した「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に
応じて、移動局ＵＥの測位結果を演算し、かかる測位結果を交換局ＭＭＥに送信する工程
と、交換局ＭＭＥが、無線基地局ｅＮＢ又はサーバ装置ＥＳＭＬＣから受信した測位結果
をサーバ装置ＧＭＬＣに送信する工程とを有することを要旨とする。
【０１５１】
　本実施形態の第２の特徴は、サーバ装置ＧＭＬＣと、サーバ装置ＥＳＭＬＣと、交換局
ＭＭＥと、無線基地局ｅＮＢとを具備する移動通信システムであって、サーバ装置ＧＭＬ
Ｃから「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を受信した場合に
、かかる「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」に応じて行うべ
き移動局ＵＥの測位種別について判定するように構成されている判定部２２と、「Ｐｒｏ
ｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」に応じて移動局ＵＥの簡易測位を
行うべきであると判定した場合、無線基地局ｅＮＢに対して「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ」を送信し、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」に
応じて移動局ＵＥの簡易測位以外の測位を行うべきであると判定した場合、サーバ装置Ｅ
ＳＭＬＣに対して「Ｌｏａｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信するように構成されてい
る測位要求送信部２４と、無線基地局ｅＮＢ又はサーバ装置ＥＳＭＬＣから受信した移動
局ＵＥの測位結果をサーバ装置ＧＭＬＣに送信するように構成されている測位結果送信部
２５とを具備し、無線基地局ｅＮＢは、受信した「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」
に応じて、移動局ＵＥの簡易測位を行うように構成されている測位部３３と、かかる測位
結果を交換局ＭＭＥに送信するように構成されている測位結果送信部３５とを具備し、サ
ーバ装置ＥＳＭＬＣは、受信した「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて、移動
局ＵＥの測位結果を演算するように構成されている演算部４２と、かかる測位結果を交換
局ＭＭＥに送信するように構成されている測位結果送信部４３とを具備することを要旨と
する。
【０１５２】
　本実施形態の第３の特徴は、交換局ＭＭＥであって、サーバ装置ＧＭＬＣから「Ｐｒｏ
ｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を受信した場合に、「Ｐｒｏｖｉ
ｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」に応じて行うべき移動局ＵＥの測位種
別について判定するように構成されている判定部２２と、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃ
ｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」に応じて移動局ＵＥの簡易測位を行うべきであると判定
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した場合、無線基地局ｅＮＢに対して「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信し、
「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」に応じて移動局ＵＥの簡
易測位以外の測位を行うべきであると判定した場合、サーバ装置ＥＳＭＬＣに対して　「
Ｌｏａｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信するように構成されている測位要求送信部２
４と、無線基地局ｅＮＢ又はサーバ装置ＥＳＭＬＣから受信した移動局ＵＥの測位結果を
サーバ装置ＧＭＬＣに送信するように構成されている測位結果送信部２５とを具備するこ
とを要旨とする。
【０１５３】
　本実施形態の第３の特徴において、判定部２２は、移動局ＵＥの測位結果を要求してい
るＬＣＳクライアント（端末）の識別情報、移動局ＵＥの測位結果の要求サービス品質（
ＱｏＳ）又は移動局ＵＥの在圏エリアの少なくとも１つに基づいて、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　
Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」に応じて行うべき移動局ＵＥの測位種別につ
いて判定するように構成されていてもよい。
【０１５４】
　本実施形態の第３の特徴において、判定部２２は、「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉ
ｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」によって指定されている移動局ＵＥの測位種別を、「Ｐｒｏ
ｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」に応じて行うべき移動局ＵＥの測
位種別であると判定するように構成されていてもよい。
【０１５５】
　本実施形態の第３の特徴において、無線基地局ｅＮＢから受信した測位結果に基づく所
定演算を行うべきであると判定した場合に、サーバ装置ＥＳＭＬＣに対して所定演算の要
求を送信するように構成されている所定演算要求部２６を更に具備し、測位結果送信部２
５は、サーバ装置ＥＳＭＬＣから受信した所定演算結果を移動局ＵＥの測位結果としてサ
ーバ装置ＧＭＬＣに送信するように構成されていてもよい。
【０１５６】
　本実施形態の第４の特徴は、サーバ装置ＧＭＬＣであって、ＬＣＳクライアント（発信
元端末）から「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（測位要求）」を受信した場合
に、「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて行うべき移動局ＵＥの測位種
別について判定するように構成されている判定部１４と、「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ」に応じて移動局ＵＥの簡易測位を行うべきであると判定した場合、交換局
ＭＭＥに対して、移動局ＵＥの簡易測位を行うように要求する「Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂ
ｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を送信するように構成されている測位要求送信部１
４と、交換局ＭＭＥから受信した移動局ＵＥの測位結果をＬＣＳクライアントに送信する
ように構成されている測位結果送信部１５とを具備することを要旨とする。
【０１５７】
　本実施形態の第４の特徴において、判定部１２は、移動局ＵＥの測位結果を要求してい
るＬＣＳクライアント（端末）の識別情報、移動局ＵＥの測位結果の要求サービス品質（
ＱｏＳ）又は移動局ＵＥの在圏エリアの少なくとも１つに基づいて、「ＬＣＳ　Ｓｅｒｖ
ｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて行うべき移動局ＵＥの測位種別について判定するよう
に構成されていてもよい。
【０１５８】
　本実施形態の第５の特徴は、無線基地局ｅＮＢであって、交換局ＭＭＥから受信した「
Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」内に「Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ａｒｅａ（地理
的エリア）」が設定されており、「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」によって移動局
ＵＥの簡易測位が要求されている場合に、移動局ＵＥの測位結果として、移動局ＵＥの在
圏セルの識別情報又は移動局ＵＥの在圏セルの緯度経度情報の少なくとも１つを取得する
ように構成されている測位部３３と、移動局ＵＥの測位結果を交換局ＭＭＥに送信するよ
うに構成されている測位結果送信部３５と、受信した「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」内に「Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ａｒｅａ」が設定されておらず、移動局ＵＥにお
ける測位が必要であると判定された場合に、移動局ＵＥに対して、移動局ＵＥの測位を行



(18) JP 5153002 B2 2013.2.27

10

20

30

40

うように指示するように構成されている指示部３４とを具備しており、測位部３３は、受
信した「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」内に「Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ａｒｅ
ａ」が設定されておらず、移動局ＵＥにおける測位が必要でないと判定された場合に、移
動局ＵＥの測位結果として、移動局ＵＥの在圏セルの識別情報を取得するように構成され
ていることを要旨とする。
【０１５９】
　なお、上述のＬＣＳクライアントや、サーバ装置ＧＭＬＣ、ＨＳＳ、ＥＳＭＬＣや、交
換局ＭＭＥや、無線基地局ｅＮＢや、移動局ＵＥの動作は、ハードウェアによって実施さ
れてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施され
てもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
【０１６０】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【０１６１】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、ＬＣＳクライアントや、サーバ装置ＧＭＬＣ、ＨＳＳ、ＥＳＭＬＣや、交
換局ＭＭＥや、無線基地局ｅＮＢや、移動局ＵＥ内に設けられていてもよい。また、かか
る記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとしてＬＣＳクライアント
や、サーバ装置ＧＭＬＣ、ＨＳＳ、ＥＳＭＬＣや、交換局ＭＭＥや、無線基地局ｅＮＢや
、移動局ＵＥ内に設けられていてもよい。
【０１６２】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【０１６３】
ＧＭＬＣ、ＨＳＳ、ＥＳＭＬＣ…サーバ装置
１１、２１、３１…受信部
１１Ａ…在圏エリア特定部
１２、２２、３２…判定部
１３、２３…Ｐｒｉｖａｃｙ　Ｃｈｅｃｋ実施部
１４、２４…測位要求送信部
１５、２５、３５…測位結果送信部
１６…課金処理部
ＭＭＥ…交換局
２６…所定演算要求部
ｅＮＢ…無線基地局
３３…測位部
３４…指示部
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