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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークにアクセスするためのマシン型通信（ＭＴＣ：Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙｐｅ
　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）装置を制御する方法であって、
　ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループ又はＭＴＣサービスのために、アクセスレベル又はアク
セスプライオリティが設定され、対応するアクセスパラメータが、前記ネットワークによ
って、前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティに応じて設定され、
　前記アクセスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに通知すること、或
いは前記アクセスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループ上に設定すること
と、
　前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループによって、前記アクセスパラメータに応じたア
クセス要求を開始することとを含み、
　前記アクセスパラメータは、アクセス確率又は／及び待ち時間を含み、
　前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループによって、前記アクセスパラメータに応じた前
記アクセス要求を開始することは、
　前記アクセス要求を開始する前に、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループによって、
ランダムに乱数を生成し、前記乱数を前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループの前記アク
セス確率と比較し、前記乱数が前記アクセス確率以下である場合に前記アクセス要求を開
始し、その他の場合にアクセス要求を開始しないことと、
　前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含むとき、前記待ち時間が経過した後、乱数
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を再生成し、再生成した前記乱数を前記アクセス確率と比較し、前記再生成した乱数が前
記アクセス確率以下である場合に前記アクセス要求を開始することと、
　前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含まないとき、その後に前記アクセス要求を
再開しないこととを含み、
　前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティが、契約データとして用いられ、
或いは前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに予め設定される
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティに応じて、前記アクセスレベル又
は前記アクセスプライオリティが高ければ高いほど、設定される前記アクセス確率が高く
なるように、対応する前記アクセスパラメータが設定される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループによって、前記アクセスパラメータに応じた前
記アクセス要求を開始することは、
　前記アクセス要求を開始する前に、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループによって、
ランダムに乱数を生成し、前記乱数を、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループの前記ア
クセス確率と比較し、前記乱数が前記アクセス確率以上である場合に前記アクセス要求を
開始し、その他の場合にアクセス要求を開始しないことと、
　前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含むとき、前記待ち時間が経過した後、乱数
を再生成し、再生成した前記乱数を前記アクセス確率と比較し、前記再生成した乱数が前
記アクセス確率以上である場合に前記アクセス要求を開始することと、
　前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含まないとき、その後に前記アクセス要求を
再開しないこととを含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティに応じて、前記アクセスレベル又
は前記アクセスプライオリティが高ければ高いほど、設定される前記アクセス確率が低く
なるように、対応するアクセスパラメータが設定される
　ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記アクセス要求は、アタッチ要求、接続要求、サービス要求、無線資源制御（ＲＲＣ
：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｓｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）接続要求、トラッキング・エリア（
ＴＡ：Ｔｒａｃｋ　Ａｒｅａ）更新要求、ルーティングエリア（ＲＡ：Ｒｏｕｔｅ　Ａｒ
ｅａ）更新要求及びパケットデータネットワーク（ＰＤＮ：Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）接続要求のうちのいずれか１つである
　ことを特徴とする請求項１又は３に記載の方法。
【請求項６】
　前記アクセスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに通知することは、
　ネットワーク側によって、ブロードキャストの方式で、又はシグナリングの方式で、前
記アクセスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに通知することを含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記アクセス確率が１つの数値範囲であり、前記乱数が前記アクセス確率の前記数値範
囲において生成される
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　ネットワークにアクセスするためのマシン型通信（ＭＴＣ：Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙｐｅ
 Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）装置を制御する方法であって、
　ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループ又はＭＴＣサービスのために、アクセスレベル又はアク
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セスプライオリティが設定され、対応するアクセスパラメータが、前記ネットワークによ
って、前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティに応じて設定され、
　前記アクセスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに通知すること、或
いは前記アクセスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループ上に設定すること
と、
　前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループによって、前記アクセスパラメータに応じたア
クセス要求を開始することとを含み、
　前記アクセスパラメータは、アクセスが許可されるかどうかの指示、又は／及び待ち時
間を含み、
　前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループによって、前記アクセスパラメータに応じた前
記アクセス要求を開始することは、
　前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループが、その前記アクセスパラメータに含まれる前
記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティに応じて、アクセスが許可されないと
判断する場合に前記アクセス要求を開始しないことと、
　前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含むとき、前記待ち時間を経過した後、前記
アクセス要求を再開することと、
　前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含まないとき、その後にアクセス要求を再開
しないこととを含み、
　前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティが、契約データとして用いられ、
或いは前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに予め設定される
　ことを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記アクセス要求は、アタッチ要求、接続要求、サービス要求、無線資源制御（ＲＲＣ
：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｓｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）接続要求、トラッキング・エリア（
ＴＡ：Ｔｒａｃｋ　Ａｒｅａ）更新要求、ルーティングエリア（ＲＡ：Ｒｏｕｔｅ　Ａｒ
ｅａ）更新要求及びパケットデータネットワーク（ＰＤＮ：Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）接続要求のうちのいずれか１つである
　ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アクセスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに通知することは、
　ネットワーク側によって、ブロードキャストの方式で、又はシグナリングで、前記アク
セスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに通知することを含む
　ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　ネットワークにアクセスするためのマシン型通信装置（ＭＴＣ：Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙ
ｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）を制御する方法であって、
　ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループ又はＭＴＣサービスのために、アクセスレベル又はアク
セスプライオリティが設定され、
　ネットワーク側によって、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループからのアクセス要求
を受信した後、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループのアクセスレベル又はアクセスプ
ライオリティを取得し、現在のネットワーク負荷に応じて、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴ
Ｃグループに対してアクセス制御を行うことを含み、
　前記現在のネットワーク負荷に応じて、前記ＭＴＣ装置に対して前記アクセス制御を行
うことは、
　前記現在のネットワーク負荷が負荷閾値に達するとき、アクセスレベル又はアクセスプ
ライオリティが、当該負荷閾値に対応する前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオ
リティ以下である、前記ＭＴＣ装置、又は前記ＭＴＣグループにおけるＭＴＣ装置の前記
アクセス要求を拒否することを含み、
　前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティが、契約データとして用いられ、
或いは前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに予め設定される
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　ことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティに応じて、前記ＭＴＣ装置又は前
記ＭＴＣグループのために、対応する負荷閾値を設定することを更に含む
　ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループの前記アクセスレベル又は前記アクセスプライ
オリティを取得することは、
　前記アクセスプライオリティを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループ上に設定し、前
記アクセス要求を開始する際に、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループによって、前記
ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループのアクセスレベル又はアクセスプライオリティを報告
すること、
　或いは、ネットワーク側によって、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループの前記アク
セスレベル又は前記アクセスプライオリティを記憶し、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグ
ループによって開始されたアクセス要求に含まれる識別情報に応じて、前記ＭＴＣ装置又
は前記ＭＴＣグループの前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティを決めるこ
とを含む
　ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記アクセス要求は、アタッチ要求、接続要求、サービス要求、無線資源制御（ＲＲＣ
：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｓｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）接続要求、トラッキング・エリア（
ＴＡ：Ｔｒａｃｋ　Ａｒｅａ）更新要求、ルーティングエリア（ＲＡ：Ｒｏｕｔｅ　Ａｒ
ｅａ）更新要求及びパケットデータネットワーク（ＰＤＮ：Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）接続要求のうちのいずれか１つである
　ことを特徴とする請求項１１又は１３に記載の方法。
【請求項１５】
　ネットワーク側が、ブロードキャストの方式で、又はシグナリングで、前記アクセスパ
ラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに通知する
　ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　ネットワーク側とＭＴＣグループとＭＴＣ装置とを含む、ネットワークにアクセスする
ためのマシン型通信装置（ＭＴＣ：Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎ）を制御するシステムであって、
　構成ユニットと通知ユニットと開始ユニットとを更に含み、前記構成ユニットはネット
ワーク側に設定され、前記開始ユニットは前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに設定
され、
　前記構成ユニットは、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループ又はＭＴＣサービスのた
めに、アクセスレベル又はアクセスプライオリティを設定し、前記アクセスレベル又は前
記アクセスプライオリティに応じて、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループのために、
対応するアクセスパラメータを設定するように構成され、
　前記通知ユニットは、前記アクセスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグルー
プに通知する、或いは前記アクセスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループ
に設定するように構成され、
　前記開始ユニットは、前記アクセスパラメータに応じて、アクセス要求を開始するよう
に構成され、
　前記アクセスパラメータは、アクセス確率又は／及び待ち時間を含み、
　前記システムは、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに設定される、生成ユニット
と比較ユニットと判断ユニットと待ちユニットとを更に含み、
　前記生成ユニットは、前記アクセス要求を開始する前に、ランダムに乱数を生成するよ
うに構成され、
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　前記比較ユニットは、前記乱数を、前記生成ユニットが所属する前記ＭＴＣ装置又は前
記ＭＴＣグループの前記アクセス確率と比較し、前記乱数が前記アクセス確率以下である
場合に前記開始ユニットを動作させ、その他の場合に前記判断ユニットを動作させるよう
に構成され、
　前記判断ユニットは、前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含むかどうかを判断し
、前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含むとき、前記待ちユニットを動作させるよ
うに構成され、
　前記待ちユニットは、前記待ち時間が経過した後、前記生成ユニットを再動作させるよ
うに構成されている
　ことを特徴とするシステム。
【請求項１７】
　前記構成ユニットは、前記アクセスレベルが高ければ高いほど、アクセス確率を高く設
定するように更に構成されている
　ことを特徴とする請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記アクセスパラメータは、アクセス確率又は／及び待ち時間を含み、
　前記システムは、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに設定される、生成ユニット
と比較ユニットと判断ユニットと待ちユニットとを更に含み、
　前記生成ユニットは、前記アクセス要求を開始する前に、ランダムに乱数を生成するよ
うに構成され、
　前記比較ユニットは、前記乱数を、前記生成ユニットが所属する前記ＭＴＣ装置又は前
記ＭＴＣグループの前記アクセス確率と比較し、前記乱数が前記アクセス確率以上である
場合に前記開始ユニットを動作させ、その他の場合に前記判断ユニットを動作させるよう
に構成され、
　前記判断ユニットは、前記アクセスパラメータが前記待ち時間が含むかどうかを判断し
、前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含むとき、前記待ちユニットを動作させるよ
うに構成され、
　前記待ちユニットは、前記待ち時間が経過した後、前記生成ユニットを再動作させるよ
うに構成されている
　ことを特徴とする請求項１６に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記構成ユニットは、前記アクセスレベルが高ければ高いほど、アクセス確率を低く設
定するように更に構成されている
　ことを特徴とする請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　ネットワーク側とＭＴＣグループとＭＴＣ装置とを含む、ネットワークにアクセスする
ためのマシン型通信装置（ＭＴＣ：Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎ）を制御するシステムであって、
　構成ユニットと通知ユニットと開始ユニットとを更に含み、前記構成ユニットはネット
ワーク側に設定され、前記開始ユニットは前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに設定
され、
　前記構成ユニットは、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループ又はＭＴＣサービスのた
めに、アクセスレベル又はアクセスプライオリティを設定し、前記アクセスレベル又は前
記アクセスプライオリティに応じて、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループのために、
対応するアクセスパラメータを設定するように構成され、
　前記通知ユニットは、前記アクセスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグルー
プに通知する、或いは前記アクセスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループ
に設定するように構成され、
　前記開始ユニットは、前記アクセスパラメータに応じて、アクセス要求を開始するよう
に構成され、
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　前記アクセスパラメータは、アクセスが許可されるかどうかの指示、又は／及び待ち時
間を含み、
　前記システムは、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに設定される判断ユニットを
更に含み、
　前記判断ユニットは、前記判断ユニットが所属する前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグル
ープの前記アクセスパラメータにおける前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリ
ティに応じて、アクセスが許可されないと判断する場合に前記アクセス要求を開始しない
ように構成され、
　前記判断ユニットは、前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含むと判断するとき、
前記待ち時間が経過した後にアクセス要求を再開するように構成され、
　前記判断ユニットは、前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含まないとき、その後
に前記アクセス要求を再開しないように構成されている
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２１】
　ネットワーク側とＭＴＣグループとＭＴＣ装置とを含む、ネットワークにアクセスする
マシン型通信装置（ＭＴＣ：Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）
を制御するシステムであって、
　前記システムは、ネットワーク側に設定される、構成ユニットと受信ユニットと取得ユ
ニットとアクセス制御ユニットとを更に含み、
　前記構成ユニットは、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループ又はＭＴＣサービスに、
アクセスレベル又はアクセスプライオリティを設定するように構成され、
　前記受信ユニットは、前記ＭＴＣ装置によって送信されるアクセス要求を受信するよう
に構成され、
　前記取得ユニットは、前記アクセス要求を送信した前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグル
ープの前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティを取得するように構成され、
　前記アクセス制御ユニットは、現在のネットワーク負荷に応じて、前記ＭＴＣ装置又は
前記ＭＴＣグループに対してアクセス制御を行うように構成され、
　前記構成ユニットは、前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティに応じて、
前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループのために、対応する負荷閾値を設定するように更
に構成され、
　前記アクセス制御ユニットは、前記現在のネットワーク負荷が負荷閾値に達するとき、
前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティが前記負荷閾値に対応する前記アク
セスレベル又は前記アクセスプライオリティ以下のアクセスレベル又はアクセスプライオ
リティを持つ前記ＭＴＣ装置、又は前記ＭＴＣグループにおけるＭＴＣ装置の前記アクセ
ス要求を拒否するように構成されている
　ことを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はアクセス制御技術に関し、特に、ネットワークにアクセスするためのマシン型
通信（ＭＴＣ：Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）装置を制御す
る方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１はセルラー無線通信システムの構造模式図である。図１に示すように、セルラー無
線通信システムは主にコアネットワーク（ＣＮ：Ｃｏｒｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）と、無線ア
クセスネットワーク（ＲＡＮ：Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）と、端末と
を含む。コアネットワークは、端末の位置更新などのような非アクセス層サービスを担う
。これに加えて、コアネットワークはまた、ユーザプレーンのアンカーポイントである。
無線アクセスネットワークは、基地局を含み、又は基地局及び基地局制御装置を含む。ア



(7) JP 5584354 B2 2014.9.3

10

20

30

40

50

クセスネットワークは無線資源の管理などのようなアクセス層サービスを担う。実際の状
況に応じて、基地局間の、物理的な接続又は論理的な接続が存在してもよい。物理的な接
続又は論理的な接続とは、例えば、図１における基地局１と基地局２との間の接続、基地
局１と基地局３との間の接続である。そして、各基地局は１つ以上のコアネットワークノ
ードと接続することができる。端末即ちユーザ装置（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎ
ｔ）とは、携帯電話やノートパソコンなどのような、セルラー無線通信システムと通信で
きる様々な装置のことである。
【０００３】
　ＭＴＣサービスはマシンとマシンとの間での通信サービスである。ＭＴＣサービスでは
、人手が不要であり、全ての通信はマシンによって実行される。ＭＴＣサービスは、セン
サー等の検出装置を介してデータを取得し、その後、通信モジュールを介してデータを移
動通信ネットワークに報告し、そして移動通信ネットワークを介して公衆データネットワ
ークにアクセスする。具体的に、ＭＴＣサービスは、物流監視、セキュリティ監視、遠隔
医療検査、遠隔検針等に応用される。当該データは、移動事業者又は専門的なＭＴＣ事業
者の特定サーバにより管理され、ＭＴＣユーザ又はＭＴＣ管理者の監視下に置かれること
ができる。この過程において、サービスに必要とされるデータを取得する装置がＭＴＣ装
置である。
【０００４】
　ＭＴＣサービスにおいて、伝統的な移動通信と異なったいくつかの特徴が取り入れられ
、例えばグループ管理の特徴が取り入れられる。当該特徴がアクティブにされた場合、同
一のユーザの複数のＭＴＣ装置が１つのグループに分類されてもよく、ネットワークがグ
ループ全体として統一的にパラメータを設定できる。これらのパラメータは当該グループ
に所属する全てのＭＴＣ装置に応用され、事業者が当該ＭＴＣ装置の契約情報にグループ
管理特性を設定するとともにアクティブにし、グループ管理特性をホーム加入者サーバ（
ＨＳＳ：Ｈｏｍｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｅｒｖｅｒ）に記憶する。ＨＳＳは、電気
通信ネットワークにおいて、ユーザや端末装置の、個人識別情報や認証情報や授権情報等
を保存することを担うエンティティである。異なる環境に応じて、ＨＳＳは、ユーザの個
人識別情報や、ユーザと端末装置とのバンディング情報を保存し、又はユーザの個人識別
情報のみを保存し（具体的に、ゲートウェイによりユーザと端末装置のバンディング情報
が保存されてもよい）、又は端末装置の個人識別情報を直接保存することに用いられても
よい。ＨＳＳは、更に、ユーザの契約データベースの管理や、ユーザの認証と授権の実行
等を担う。サービスプラットフォームは、ＨＳＳからユーザや端末の情報を調べることが
できる。
【０００５】
　ＭＴＣ装置がネットワークに接続されている場合、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ：
Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）がＨＳＳから当該ＭＴＣ装置
の契約情報を取得し、ローカルに保存する。ＭＭＥは、コアネットワークでユーザ端末制
御シグナリングを管理するエンティティであり、アクセス制御を担う。このアクセス制御
は、認証制御や、識別子（例えば、一時識別子（ＧＵＴＩ：Ｇｌｏｂａｌｌｙ　Ｕｎｉｑ
ｕｅ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）や位置識別子（ＴＡＩ：Ｔｒａｃｋｉｎ
ｇ　Ａｒｅａ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ））割り当てや、ユーザ識別子や装置識別子の検証や、
シグナリングプレーン暗号化や、ｅＮＢの間での一致性保護や、２Ｇ／３ＧとＥＰＳ（Ｅ
ｖｏｌｖｅｄ　Ｐｒａｃｋｅｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）との間のセキュリティパラメータ及びサ
ービス品質（ＱｏＳ：Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）パラメータの変換や、ア
クセス許可制御や、要求された資源が取得されて保持されることができるかどうかの決定
や、合法的な監視や、移動性管理（現在のＵＥの位置を追跡すること及び記録すること）
や、セッション管理や、ＥＰＳベアリングのための関連動作や、ネットワーク要素選択や
、その他を含む。
【０００６】
　ＭＴＣ技術が導入された後、大量のＭＴＣ装置が存在することになる。大量のＭＴＣ装
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置の全てが、ネットワークにアクセスしてサービスを受ける必要がある場合、同時に開始
されるシグナリングの数量が膨大すぎることによりネットワークの混雑状態を引き起こさ
れる可能性があり、これによりネットワークに接続している他の端末へのサービスに影響
を与えてしまう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　これを鑑みて、本発明の主な目的は、ネットワークにアクセスするＭＴＣ装置の数量を
制御でき、これにより、ネットワークの過負荷を防止できる、ネットワークにアクセスす
るためのマシン型通信装置を制御する方法及びシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を実現するために、本発明の技術スキームは以下のように実現される。
　ネットワークにアクセスするためのマシン型通信（ＭＴＣ：Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙｐｅ
　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）装置を制御する方法は、
　ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループ又はＭＴＣサービスのために、アクセスレベル又はアク
セスプライオリティが設定され、対応するアクセスパラメータが、前記ネットワークによ
って、前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティに応じて設定され、
　前記アクセスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに通知すること、或
いは前記アクセスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループ上に設定すること
と、
　前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループによって、前記アクセスパラメータに応じたア
クセス要求を開始することとを含む。
【０００９】
　好ましくは、前記アクセスパラメータは、アクセス確率又は／及び待ち時間を含む。
【００１０】
　好ましくは、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループによって、前記アクセスパラメー
タに応じた前記アクセス要求を開始することは、
　前記アクセス要求を開始する前に、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループによって、
ランダムに乱数を生成し、前記乱数を前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループの前記アク
セス確率と比較し、前記乱数が前記アクセス確率以下である場合に前記アクセス要求を開
始し、その他の場合にアクセス要求を開始しないことと、
　前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含むとき、前記待ち時間が経過した後、乱数
を再生成し、再生成した前記乱数を前記アクセス確率と比較し、前記再生成した乱数が前
記アクセス確率以下である場合に前記アクセス要求を開始することと、
　前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含まないとき、その後に前記アクセス要求を
開始しないこととを含む。
【００１１】
　好ましくは、前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティに応じて、前記アク
セスレベル又は前記アクセスプライオリティが高ければ高いほど、設定される前記アクセ
ス確率が高くなるように、対応する前記アクセスパラメータが設定される。
【００１２】
　好ましくは、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループによって、前記アクセスパラメー
タに応じた前記アクセス要求を開始することは、
　前記アクセス要求を開始する前に、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループによって、
ランダムに乱数を生成し、前記乱数を、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループの前記ア
クセス確率と比較し、前記乱数が前記アクセス確率以上である場合に前記アクセス要求を
開始し、その他の場合にアクセス要求を開始しないことと、
　前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含むとき、前記待ち時間が経過した後、乱数
を再生成し、再生成した前記乱数を前記アクセス確率と比較し、前記再生成した乱数が前
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記アクセス確率以上である場合に前記アクセス要求を開始することと、
　前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含まないとき、その後に前記アクセス要求を
開始しないこととを含む。
【００１３】
　好ましくは、前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティに応じて、前記アク
セスレベル又は前記アクセスプライオリティが高ければ高いほど、設定される前記アクセ
ス確率が低くなるように、対応するアクセスパラメータが設定される。
【００１４】
　好ましくは、前記アクセス確率が１つの数値範囲であり、前記乱数が前記アクセス確率
の前記数値範囲において生成される。
【００１５】
　好ましくは、前記アクセスパラメータは、アクセスが許可されるかどうかの指示、又は
／及び待ち時間を含む。
【００１６】
　好ましくは、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループによって、前記アクセスパラメー
タに応じた前記アクセス要求を開始することは、
　前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループが、その前記アクセスパラメータに含まれる前
記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティに応じて、アクセスが許可されないと
判断する場合に前記アクセス要求を開始しないことと、
　前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含むとき、前記待ち時間を経過した後、前記
アクセス要求を再開することと、
　前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含まないとき、その後にアクセス要求を開始
しないこととを含む。
【００１７】
　好ましくは、前記アクセス要求は、アタッチ要求、接続要求、サービス要求、無線資源
制御（ＲＲＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｓｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）接続要求、トラッキン
グ・エリア（ＴＡ：Ｔｒａｃｋ　Ａｒｅａ）更新要求、ルーティングエリア（ＲＡ：Ｒｏ
ｕｔｅ　Ａｒｅａ）更新要求及びパケットデータネットワーク（ＰＤＮ：Ｐａｃｋｅｔ　
Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）接続要求のうちのいずれか１つである。
【００１８】
　好ましくは、前記アクセスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに通知
することは、
　ネットワーク側によって、ブロードキャストの方式で、又はシグナリングで、前記アク
セスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに通知することを含む。
【００１９】
　好ましくは、前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティが、契約データとし
て用いられ、或いは前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに予め設定される。
【００２０】
　ネットワークにアクセスするためのマシン型通信装置（ＭＴＣ：Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙ
ｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）を制御する方法は、
　ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループ又はＭＴＣサービスのために、アクセスレベル又はアク
セスプライオリティが設定され、
　ネットワーク側によって、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループからのアクセス要求
を受信した後、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループのアクセスレベル又はアクセスプ
ライオリティを取得し、現在のネットワーク負荷に応じて、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴ
Ｃグループに対してアクセス制御を行うことを含む。
【００２１】
　好ましくは、前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティに応じて、前記ＭＴ
Ｃ装置又は前記ＭＴＣグループのために、対応する負荷閾値を設定することを更に含む。
【００２２】
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　好ましくは、前記現在のネットワーク負荷に応じて、前記ＭＴＣ装置に対して前記アク
セス制御を行うことは、
　前記現在のネットワーク負荷が負荷閾値に達するとき、アクセスレベル又はアクセスプ
ライオリティが、当該負荷閾値に対応する前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオ
リティ以下である、前記ＭＴＣ装置、又は前記ＭＴＣグループにおけるＭＴＣ装置の前記
アクセス要求を拒否することを含む。
【００２３】
　前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループの前記アクセスレベル又は前記アクセスプライ
オリティを取得することは、
　前記アクセスプライオリティを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループ上に設定し、前
記アクセス要求を開始する際に、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループによって、前記
ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループのアクセスレベル又はアクセスプライオリティを報告
すること、
　或いは、ネットワーク側によって、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループの前記アク
セスレベル又は前記アクセスプライオリティを記憶し、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグ
ループによって開始されたアクセス要求に含まれる識別情報に応じて、前記ＭＴＣ装置又
は前記ＭＴＣグループの前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティを決めるこ
とを含む。
【００２４】
　好ましくは、前記アクセス要求は、アタッチ要求、接続要求、サービス要求、無線資源
制御（ＲＲＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｓｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）接続要求、トラッキン
グ・エリア（ＴＡ：Ｔｒａｃｋ　Ａｒｅａ）更新要求、ルーティングエリア（ＲＡ：Ｒｏ
ｕｔｅ　Ａｒｅａ）更新要求及びパケットデータネットワーク（ＰＤＮ：Ｐａｃｋｅｔ　
Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）接続要求のうちのいずれか１つである。
【００２５】
　好ましくは、ネットワーク側が、ブロードキャストの方式で、又はシグナリングで、前
記アクセスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに通知する。
【００２６】
　好ましくは、前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティが、契約データとし
て用いられ、或いは前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに予め設定される。
【００２７】
　ネットワーク側とＭＴＣグループとＭＴＣ装置とを含む、ネットワークにアクセスする
ためのマシン型通信装置（ＭＴＣ：Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎ）を制御するシステムは、
　構成ユニットと通知ユニットと開始ユニットとを更に含み、前記構成ユニットはネット
ワーク側に設定され、前記開始ユニットは前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに設定
され、
　前記構成ユニットは、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループ又はＭＴＣサービスのた
めに、アクセスレベル又はアクセスプライオリティを設定し、前記アクセスレベル又は前
記アクセスプライオリティに応じて、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループのために、
対応するアクセスパラメータを設定するように構成され、
　前記通知ユニットは、前記アクセスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグルー
プに通知する、或いは前記アクセスパラメータを前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループ
に設定するように構成され、
　前記開始ユニットは、前記アクセスパラメータに応じて、アクセス要求を開始するよう
に構成されている。
【００２８】
　前記アクセスパラメータは、アクセス確率又は／及び待ち時間を含み、
　前記システムは、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに設定される、生成ユニット
と比較ユニットと判断ユニットと待ちユニットとを更に含み、
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　前記生成ユニットは、前記アクセス要求を開始する前に、ランダムに乱数を生成するよ
うに構成され、
　前記比較ユニットは、前記乱数を、前記生成ユニットが所属する前記ＭＴＣ装置又は前
記ＭＴＣグループの前記アクセス確率と比較し、前記乱数が前記アクセス確率以下である
場合に前記開始ユニットを動作させ、その他の場合に前記判断ユニットを動作させるよう
に構成され、
　前記判断ユニットは、前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含むかどうかを判断し
、前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含むとき、前記待ちユニットを動作させるよ
うに構成され、
　前記待ちユニットは、前記待ち時間が経過した後、前記生成ユニットを再動作させるよ
うに構成されている。
【００２９】
　好ましくは、前記構成ユニットは、前記アクセスレベルが高ければ高いほど、アクセス
確率を高く設定するように更に構成されている。
【００３０】
　好ましくは、前記アクセスパラメータは、アクセス確率又は／及び待ち時間を含み、
　前記システムは、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに設定される、生成ユニット
と比較ユニットと判断ユニットと待ちユニットとを更に含み、
　前記生成ユニットは、前記アクセス要求を開始する前に、ランダムに乱数を生成するよ
うに構成され、
　前記比較ユニットは、前記乱数を、前記生成ユニットが所属する前記ＭＴＣ装置又は前
記ＭＴＣグループの前記アクセス確率と比較し、前記乱数が前記アクセス確率以上である
場合に前記開始ユニットを動作させ、その他の場合に前記判断ユニットを動作させるよう
に構成され、
　前記判断ユニットは、前記アクセスパラメータが前記待ち時間が含むかどうかを判断し
、前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含むとき、前記待ちユニットを動作させるよ
うに構成され、
　前記待ちユニットは、前記待ち時間が経過した後、前記生成ユニットを再動作させるよ
うに構成されている。
【００３１】
　好ましくは、前記構成ユニットは、前記アクセスレベルが高ければ高いほど、アクセス
確率を低く設定するように更に構成されている。
【００３２】
　好ましくは、前記アクセスパラメータは、アクセスが許可されるかどうかの指示、又は
／及び待ち時間を含み、
　前記システムは、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループに設定される判断ユニットを
更に含み、
　前記判断ユニットは、前記判断ユニットが所属する前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグル
ープの前記アクセスパラメータにおける前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリ
ティに応じて、アクセスが許可されないと判断する場合に前記アクセス要求を開始しない
ように構成され、
　前記判断ユニットは、前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含むと判断するとき、
前記待ち時間が経過した後にアクセス要求を再開するように構成され、
　前記判断ユニットは、前記アクセスパラメータが前記待ち時間を含まないとき、その後
に前記アクセス要求を再開しないように構成されている。
【００３３】
　ネットワーク側とＭＴＣグループとＭＴＣ装置とを含む、ネットワークにアクセスする
マシン型通信装置（ＭＴＣ：Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）
を制御するシステムは、
　前記システムは、ネットワーク側に設定される、構成ユニットと受信ユニットと取得ユ
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ニットとアクセス制御ユニットとを更に含み、
　前記構成ユニットは、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループ又はＭＴＣサービスに、
アクセスレベル又はアクセスプライオリティを設定するように構成され、
　前記受信ユニットは、前記ＭＴＣ装置によって送信されるアクセス要求を受信するよう
に構成され、
　前記取得ユニットは、前記アクセス要求を送信した前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグル
ープの前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティを取得するように構成され、
　前記アクセス制御ユニットは、現在のネットワーク負荷に応じて、前記ＭＴＣ装置又は
前記ＭＴＣグループに対してアクセス制御を行うように構成されている。
【００３４】
　好ましくは、前記構成ユニットは、前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリテ
ィに応じて、前記ＭＴＣ装置又は前記ＭＴＣグループのために、対応する負荷閾値を設定
するように更に構成され、
　前記アクセス制御ユニットは、前記現在のネットワーク負荷が負荷閾値に達するとき、
前記アクセスレベル又は前記アクセスプライオリティが前記負荷閾値に対応する前記アク
セスレベル又は前記アクセスプライオリティ以下のアクセスレベル又はアクセスプライオ
リティを持つ前記ＭＴＣ装置、又は前記ＭＴＣグループにおけるＭＴＣ装置の前記アクセ
ス要求を拒否するように構成されている。
【００３５】
　本発明において、ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループのためにランク又はプライオリティを
設定し、その上、ＭＴＣ装置、又はＭＴＣ装置が所属するＭＴＣグループのレベル又はプ
ライオリティに応じて、アクセス制御を行うことによって、コアネットワーク側のサービ
ス負荷を一定の範囲に制御することを保証でき、それにより現在のネットワークにアクセ
スしたサービスへの影響を防止する。本発明は特にマシンツーマシン（Ｍ２Ｍ：Ｍａｃｈ
ｉｎｅ　ｔｏ　Ｍａｃｈｉｎｅ）メカニズムの通信システムに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】セルラー無線通信システムの構造を示す模式図である。
【図２】本発明に係るネットワークにアクセスするためのマシン型通信装置を制御する方
法の実施形態１のフローチャートである。
【図３】本発明に係るネットワークにアクセスするためのマシン型通信装置を制御する方
法の実施形態２のフローチャートである。
【図４】本発明に係るネットワークにアクセスするためのマシン型通信装置を制御する方
法の実施形態３のフローチャートである。
【図５】本発明に係るネットワークにアクセスするためのマシン型通信装置を制御するシ
ステムの一構成を示す模式図である。
【図６】本発明に係るネットワークにアクセスするためのマシン型通信装置を制御するシ
ステムの別の構成を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　本発明の目的、技術スキーム及び優位性をより明確に理解することを可能にするため、
添付図面を参照することによって、本発明を更に詳細に説明するための実施形態が以下に
提供される。
【００３８】
　実施形態１
　ネットワーク事業者は、ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループにアクセスレベルを割り当てる
。当該アクセスレベルは、ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループ中に予め設定されていてもよい
し、又はＭＴＣ装置のためのユーザ識別カードに設定されていてもよいし、また契約デー
タとしてＨＳＳに保存されていてもよい。
【００３９】
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　本発明において、アクセスレベルはユーザの要求に応じて割り当てられ、ユーザの要求
に応じて、ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループ上にそれぞれ設定することができる。或いは、
アクセスレベルは、ＭＴＣサービスのタイプに応じて、割り当てられることができ、即ち
アクセスレベルは、アクセスポイントネーム（ＡＰＮ：Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ　Ｎａ
ｍｅ）に応じて、割り当てられてもよい。これに加えて、ネットワーク事業者は、自身の
管理ポリシーに応じて、ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループのアクセスレベルを設定してもよ
い。
【００４０】
　アクセスレベルは、そのオーダーに応じて、異なるプライオリティを持つように定義さ
れてもよく、例えば、アクセスレベルが０から９のような数字を用いて設定される場合、
アクセスレベルに対応する数字が小さければ小さいほど、レベルが高くなるように定義さ
れてもよい。また、アクセスレベルがＡからＺのようなアルファベットを用いて設定され
る場合、アクセスレベルに対応するアルファベットが先頭に近いほど、レベルが高くなる
ように定義されてもよい。これに加え、各レベルのプライオリティオーダーはネットワー
クによって設定されてもよい。アクセスレベルは、異なったＭＴＣ装置又は異なったＭＴ
Ｃグループのアクセスプライオリティを表すことができさえすればよい。
【００４１】
　アクセスレベルは静的に設定されてもよく、即ちアクセスレベルは設定された後に変化
しなくてもよい。例えば、アクセスレベルは、ＭＴＣ装置、又はＭＴＣ装置中の個人認証
カードに直接設定される。本発明において、アクセスレベルはまた動的に設定されてもよ
く、即ち対応するアクセスレベルが設定された後、ネットワークは、現在のネットワーク
負荷といった要素に応じて、異なったＭＴＣ装置又は異なったＭＴＣグループのアクセス
レベルを修正することができ、そしてブロードキャスト又はシグナリングの方式でその修
正をＭＴＣ装置に通知することができる。
【００４２】
　これに加えて、ネットワーク側は異なったアクセスレベルに対応するアクセスパラメー
タを設定する。具体的には、アクセスパラメータは、アクセス確率とアクセス待ち時間と
を含む。各アクセスレベルは、１つのアクセス確率と１つのアクセス待ち時間とに対応す
る。アクセス確率の値は０から１の範囲内にある。ここで、本発明は単に「確率」に似た
方法によってＭＴＣ装置のアクセスを制御する。実際には、上記数値範囲は任意の数値範
囲であってもよく、例えば１から１００、１から１０００等であってもよい。
【００４３】
　ネットワークは、設定されたアクセスパラメータを、ブロードキャスト又はシグナリン
グの方式でＭＴＣ装置又はＭＴＣグループに送信する。ネットワークがアクセスパラメー
タを変更した場合、ネットワークは、変更されたアクセスパラメータを、ブロードキャス
ト又はシグナリングの方式でＭＴＣ装置又はＭＴＣグループに再送信する。
【００４４】
　ＭＴＣ装置は、ブロードキャストされたシステムメッセージ又はシグナリングを受信し
、そのメッセージ又はシグナリングからアクセスパラメータを読み取る。ＭＴＣ装置は、
その前にアクセスパラメータを受信していた場合、新たに読み取ったアクセスパラメータ
を用いて元のアクセスパラメータを上書きする。
【００４５】
　本発明において、上記のアクセスパラメータは、アクセスレベルと同じ方式で、ＭＴＣ
装置、又はＭＴＣ装置中の個人認証カードに設定されてもよい。
【００４６】
　図２は、本発明に係るネットワークにアクセスするためのマシン型通信装置を制御する
方法の実施形態１のフローチャートである。図２に示すように、本実施形態におけるネッ
トワークにアクセスするためのマシン型通信装置を制御する方法は以下のステップを含む
。
【００４７】
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　ステップ２０１：ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループがネットワークにアクセスする必要が
ある場合、ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループはまず１つの乱数をランダムに生成する。当該
乱数の数値範囲がアクセス確率の数値範囲を含み、例えば上述したアクセス確率の範囲０
から１を含む。ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループはまず、当該乱数を、アクセスパラメータ
における自身のアクセスレベルに対応するアクセス確率と比較し、当該乱数がアクセス確
率以下である場合にステップ２０１を実行する。当該乱数がアクセス確率より大きい場合
にはアクセスを開始しない。ＭＴＣ装置は、タイマーＴを開始し、Ｔの値をアクセス待ち
時間に設定する。タイマーのセット時間が経過したとき、ＭＴＣ装置は、再びアクセスを
試み続け、即ち１つの乱数を再生成し、当該乱数をアクセス確率と比較する。その後に続
くプロセスはその前のアクセスプロセスと同様である。アクセスパラメータが待ち時間を
含まない場合、ＭＴＣ装置はその後アクセス要求を再開しない。
【００４８】
　乱数をアクセス確率と比較する方式は、アクセスレベルが高ければ高いほど、アクセス
レベルに設定されるアクセス確率の値が高くなるようなメカニズムに基づく。例えば、ア
クセスレベルが１０個のレベルを有する場合、プライオリティが最も高いアクセス確率が
１と設定され、続いて０．９、０．８・・・０．１等と設定される。
【００４９】
　もちろん、アクセス確率は、アクセスレベルが高ければ高いほど、低い値を持つように
設定されてもよい。このため、生成された乱数が当該ＭＴＣ装置のアクセス確率以上であ
る場合、アクセス要求は開始されることが許可され、その他の場合、乱数は、対応する待
ち時間が再び経過した後、再生成され、アクセスが再び試みられる。その実現の本質は上
記の方式と同様であり、単に実現のディテールのみが異なる。
【００５０】
　ステップ２０２：アクセス要求がネットワーク側で開始される。送信されたアクセス要
求は、アタッチ要求、接続要求、サービス要求、ＲＲＣ接続要求、ＴＡ更新要求、ＲＡ更
新要求及びＰＤＮ接続要求のうちのいずれか１つであってもよい。
【００５１】
　本実施形態において、好ましくは、アクセスパラメータは動的に設定される。このよう
に、ネットワークは、負荷状況に応じて、動的にアクセスパラメータを変更することがで
きる。負荷が大きい場合、ネットワークは、ある１つ又はある複数のアクセスレベルのア
クセス確率を低くすることができ、又はそのアクセス待ち時間を長くすることもできる。
負荷が小さい場合、ネットワークは、ある１つ又はある複数のアクセスレベルのアクセス
確率を高くすることができ、又はそのアクセス待ち時間を短くすることもできる。ネット
ワークがあるランクのＭＴＣ装置又はＭＴＣグループの装置のアクセスを禁止する必要が
ある場合、ネットワークはそのアクセス確率を０に設定してもよい。
【００５２】
　実施形態２
　ネットワークは、ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループにアクセスプライオリティを割り当て
る。プライオリティは、高レベル及び低レベルの２つのレベルに、又は高レベル、中レベ
ル及び低レベルの３つのレベルに、又はネットワークによって必要とされるような他のい
かなるレベルに設定することができる。ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループにおける割り当て
られたアクセスプライオリティは、契約データとしてネットワークエンティティＨＳＳに
保存されてもよいし、ネットワークエンティティＭＭＥに保存されてもよい。
【００５３】
　アクセスプライオリティ情報がネットワークエンティティに保存された後、ネットワー
クは、ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループの識別子に応じて、対応するプライオリティを検索
することができる。ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループがアクセス要求を開始する時、ＭＴＣ
装置又はＭＴＣグループは、通常、要求シグナリング中に自身の識別子を含める必要があ
る。ネットワークエンティティが当該識別子を受信した後、ネットワークは、識別子に応
じて、当該ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループが持つプライオリティを認識することができる
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。
【００５４】
　プライオリティが高レベル及び低レベルを含む２つのレベルを持つように設定される場
合、ネットワークは、高レベル及び低レベルにそれぞれ対応して、予め２つの負荷閾値、
即ちＳ＿Ｈｉｇｈ及びＳ＿Ｌｏｗを設定する。現在のネットワーク負荷が閾値Ｓ＿Ｌｏｗ
を超える場合、低レベルのアクセスプライオリティに設定されたＭＴＣ装置のアクセス要
求が拒否される。現在のネットワーク負荷が閾値Ｓ＿Ｈｉｇｈを超える場合、高レベルの
アクセスプライオリティ及び低レベルのアクセスプライオリティに設定されたＭＴＣ装置
のアクセス要求が拒否される。
【００５５】
　プライオリティが高レベル、中レベル及び低レベルを含む３つのレベルを持つように設
定される場合、ネットワークは、高レベル、中レベル及び低レベルにそれぞれ対応して、
予め３つの負荷閾値、即ちＳ＿Ｈｉｇｈ、Ｓ＿Ｍｅｄｉｕｍ及びＳ＿Ｌｏｗを設定する。
現在のネットワーク負荷が閾値Ｓ＿Ｌｏｗを超える場合、低レベルのアクセスプライオリ
ティに設定されたＭＴＣ装置のアクセス要求が拒否される。現在のネットワーク負荷が閾
値Ｓ＿Ｍｅｄｉｕｍを超える場合、中レベルのアクセスプライオリティ及び低レベルのア
クセスプライオリティに設定されたＭＴＣ装置のアクセス要求が拒否される。現在のネッ
トワーク負荷が閾値Ｓ＿Ｈｉｇｈを超える場合、高レベルのアクセスプライオリティ、中
レベルのアクセスプライオリティ及び低レベルのアクセスプライオリティに設定されたＭ
ＴＣ装置のアクセス要求が拒否される。
【００５６】
　プライオリティがもっと多くのレベルを持つように設定された場合については、上述の
場合から類推可能であり、更なる詳細な説明は不要である。
【００５７】
　又は、プライオリティとネットワーク側負荷閾値との間のマッピング関係は、以下の方
式で設定されてもよい。
【００５８】
　プライオリティが高レベル及び低レベルを含む２つのレベルを持つように設定される場
合、ネットワークは、高レベル及び低レベルにそれぞれ対応して、予め２つの負荷閾値、
即ちＳ＿Ｈｉｇｈ及びＳ＿Ｌｏｗを設定する。現在のネットワーク負荷が閾値Ｓ＿Ｌｏｗ
を超える場合、低レベルのアクセスプライオリティに設定されたＭＴＣ装置のアクセス要
求が拒否され、現在のネットワーク負荷が閾値Ｓ＿Ｈｉｇｈを超える場合、高レベルのア
クセスプライオリティ及び低レベルのアクセスプライオリティに設定されたＭＴＣ装置の
アクセス要求が拒否される。
【００５９】
　プライオリティが高レベル、中レベル及び低レベルの３つのレベルを持つように設定さ
れる場合、ネットワークは、それぞれ高レベル、中レベル及び低レベルにそれぞれ対応し
て、予め３つの負荷閾値、即ちＳ＿Ｈｉｇｈ、Ｓ＿Ｍｅｄｉｕｍ及びＳ＿Ｌｏｗを設定す
る。現在のネットワーク負荷が閾値Ｓ＿Ｌｏｗを超える場合、低レベルのアクセスプライ
オリティに設定されたＭＴＣ装置のアクセス要求が拒否される。現在のネットワーク負荷
が閾値Ｓ＿Ｍｅｄｉｕｍを超える場合、中レベルのアクセスプライオリティ及び低レベル
のアクセスプライオリティに設定されたＭＴＣ装置のアクセス要求が拒否される。現在の
ネットワーク負荷が閾値Ｓ＿Ｈｉｇｈを超える場合、高レベルのアクセスプライオリティ
、中レベルのアクセスプライオリティ及び低レベルのアクセスプライオリティに設定され
たＭＴＣ装置のアクセス要求が拒否される。
【００６０】
　プライオリティがもっと多くのレベルを持つように設定された場合については、上述の
場合から類推可能であり、更なる詳細な説明は不要である。
【００６１】
　図３は、本発明に係るネットワークにアクセスするためのマシン型通信装置を制御する
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方法の実施形態２のフローチャートである。図３に示すように、本実施形態におけるネッ
トワークにアクセスするためのマシン型通信装置を制御する方法は以下のステップを含む
。
【００６２】
　ステップ３０１：ＭＴＣ装置がネットワーク側でアクセス要求を開始する。送信された
アクセス要求は、アタッチ要求、接続要求、サービス要求、ＲＲＣ接続要求、ＴＡ更新要
求、ＲＡ更新要求及びＰＤＮ接続要求のうちのいずれか１つであってもよい。アクセス要
求は、当該ＭＴＣ装置、又は当該ＭＴＣ装置が所属するＭＴＣグループのアクセスプライ
オリティ情報を含む。アクセス要求は、当該ＭＴＣ装置、又は当該ＭＴＣ装置が所属する
ＭＴＣグループの識別情報を含む。識別情報は、ＭＴＣ装置の個人認証モジュールの情報
を含み、又はＭＴＣグループの識別番号といった識別情報を含む。
【００６３】
　ステップ３０２：ネットワークがＭＴＣ装置のアクセス要求を受信した後、ネットワー
クは、ＭＴＣ装置、又はＭＴＣ装置が所属するＭＴＣグループのアクセスプライオリティ
を取得し、現在の負荷に応じてネットワークにアクセスするためのアクセス要求を許可す
るかどうかを決める。
【００６４】
　具体的に、アクセス要求が、当該ＭＴＣ装置、又は当該ＭＴＣ装置が所属するＭＴＣグ
ループのアクセスプライオリティ情報を含む場合、ネットワーク側はアクセスプライオリ
ティを直接取得することができる。アクセス要求が、当該ＭＴＣ装置、又は当該ＭＴＣ装
置が所属するＭＴＣグループの識別情報を含む場合、ネットワークは、識別情報に応じて
、契約データにおいて、当該ＭＴＣ装置、又は当該ＭＴＣ装置が所属するＭＴＣグループ
のアクセスプライオリティを検索することができる。
【００６５】
　ステップ３０２の後、ネットワーク側がＭＴＣ装置のアクセス要求を拒否する場合、ネ
ットワーク側は、拒否要求シグナリング中に、アクセス要求を再送信するための待ち時間
を含むことができる。ＭＴＣ装置が拒否要求を受信した後、ＭＴＣ装置は待ち時間が経過
した後にアクセス要求を再開してもよい。
【００６６】
　実施形態３
　ネットワーク事業者は、ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループにアクセスプライオリティを割
り当てる。当該アクセスプライオリティは、ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループに予め設定さ
れてもよいし、ＭＴＣ装置のためのユーザ識別カードに設定されてもよいし、契約データ
としてＨＳＳに保存されてもよい。
【００６７】
　本発明において、アクセスプライオリティは、ユーザの要求に応じて割り当てることが
でき、ユーザの要求に応じてＭＴＣ装置又はＭＴＣグループにそれぞれ設定することもで
きる。又は、アクセスプライオリティは、ＭＴＣサービスタイプに応じて割り当てられ、
即ちアクセスプライオリティは、ＡＰＮに応じて割り当てられてもよい。これに加えて、
ネットワーク事業者は、また自身の管理ポリシーに応じてＭＴＣ装置又はＭＴＣグループ
のアクセスプライオリティを設定することもできる。
【００６８】
　アクセスプライオリティは、そのオーダーに応じて、異なるプライオリティを持つよう
に定義されてもよく、例えば、アクセスプライオリティが０から９のような数字を用いて
設定される場合、アクセスプライオリティに対応する数字が小さければ小さいほど、プラ
イオリティが高くなるように定義されてもよい。アクセスプライオリティがＡからＺのよ
うなアルファベットを用いて設定される場合、アクセスプライオリティに対応するアルフ
ァベットが先頭に近いほどほど、プライオリティが高くなるように定義されてもよい。
【００６９】
　アクセスプライオリティは静的に設定されてもよく、即ちアクセスプライオリティは設
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定された後に変化しなくてもよい。例えば、アクセスプライオリティが、ＭＴＣ装置、又
はＭＴＣ装置中の個人認証カードに直接設定される。本発明において、アクセスプライオ
リティは動的に設定されてもよく、即ちアクセスプライオリティは、対応するアクセスプ
ライオリティを設定した後、ネットワークが現在のネットワーク負荷といった要素に応じ
て異なったＭＴＣ装置又は異なったＭＴＣグループのアクセスプライオリティを修正する
ことができ、そしてブロードキャスト又はシグナリングの方式で当該修正をＭＴＣ装置に
通知してもよい。
【００７０】
　これに加えて、ネットワーク側は、異なったアクセスプライオリティのためのアクセス
パラメータを設定する。具体的に、アクセスパラメータは、アクセスが許可されるかどう
かの指示、及びアクセス待ち時間を含む。各アクセスプライオリティはアクセス指示及び
アクセス待ち時間に対応し、又は各アクセスプライオリティはアクセス指示のみに対応す
る。
【００７１】
　ネットワークは、設定されたアクセスパラメータをブロードキャスト又はシグナリング
の方式でＭＴＣ装置又はＭＴＣグループに送信する。ネットワークがアクセスパラメータ
を変更する場合、ネットワークは、変更されたアクセスパラメータをブロードキャスト又
はシグナリングの方式でＭＴＣ装置又はＭＴＣグループに再送信する。
【００７２】
　ＭＴＣ装置は、ブロードキャストされたシステムメッセージ又はシグナリングを受信し
、そのメッセージ又はシグナリングの中からアクセスパラメータを読み取る。ＭＴＣ装置
がその前にアクセスパラメータを受信していた場合、ＭＴＣ装置は新たに読み取ったアク
セスパラメータを用いて元のアクセスパラメータを上書きする。
【００７３】
　本発明において、上記のアクセスパラメータもまた、アクセスプライオリティの方式と
同様に、ＭＴＣ装置、又はＭＴＣ装置中の個人認証カードに設定することができる。
【００７４】
　図４は、本発明に係るネットワークにアクセスするためのマシン型通信装置を制御する
方法の実施形態３のフローチャートである。図４に示すように、本実施形態におけるネッ
トワークにアクセスするためのマシン型通信装置を制御する方法は以下のステップを含む
。
【００７５】
　ステップ４０１：ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループがネットワークにアクセスする必要が
ある場合、読み取ったアクセスパラメータに応じて、対応するアクセス指示が、アクセス
が許可されないことを示す場合、ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループはアクセスを開始しない
。アクセスパラメータが待ち時間が含むとき、ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループは待ち時間
が経過した後にアクセスを再開する。アクセスパラメータが待ち時間を含まないとき、Ｍ
ＴＣ装置又はＭＴＣグループはその後アクセスを再開しない。
【００７６】
　ステップ４０２：アクセス要求はネットワーク側で開始される。送信されたアクセス要
求は、アタッチ要求、接続要求、サービス要求、ＲＲＣ接続要求、ＴＡ更新要求、ＲＡ更
新要求及びＰＤＮ接続要求のうちのいずれか１つであってもよい。
【００７７】
　本実施形態において、好ましくは、アクセスパラメータが動的に設定される。このよう
に、ネットワークは、負荷状況に応じて動的にアクセスパラメータを変更することができ
る。負荷が大きい場合、ネットワークは、アクセスが許可されるプライオリティをアクセ
スが許可されないプライオリティに修正することができる。負荷が小さい場合、ネットワ
ークは、アクセスが許可されないプライオリティをアクセスが許可されるプライオリティ
に修正することができる。
【００７８】
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　本実施形態におけるネットワークにアクセスするためのマシン型通信装置を制御するシ
ステムは、ネットワーク側、ＭＴＣグループ及びＭＴＣ装置を含む。ＭＴＣ装置は、図１
に示すネットワークアクセスノードを介してネットワーク側に接続する。図５は本発明に
係るネットワークにアクセスするためのマシン型通信装置を制御するシステムの一構成を
示す模式図である。図５に示すように、本実施形態におけるネットワークにアクセスする
ためのマシン型通信装置を制御するシステムは、構成ユニット５０、通知ユニット５１及
び開始ユニット５２を更に含む。構成ユニット５０はネットワーク側に設定される。通知
ユニット５１はネットワーク側又はライタといった専門の構成コンポーネントに設定する
ことができる。開始ユニット５２はＭＴＣ装置又はＭＴＣグループに設定される。
【００７９】
　構成ユニット５０は、ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループ又はＭＴＣサービスに、アクセス
レベル又はアクセスプライオリティを設定するように構成され、アクセスレベル又はアク
セスプライオリティに応じて、ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループのために、対応するアクセ
スパラメータを設定する。
　通知ユニット５１は、アクセスパラメータをＭＴＣ装置又はＭＴＣグループに通知し、
又は設定するように構成されている。
　開始ユニット５２は、アクセスパラメータに応じて、アクセス要求を開始するように構
成されている。
【００８０】
　アクセスパラメータは、アクセス確率又は／及び待ち時間を含む。上記システムは、Ｍ
ＴＣ装置又はＭＴＣグループに設定される、生成ユニットと比較ユニットと判断ユニット
と待ちユニットとを更に含む。上記各ユニットは図面に示されていない。
　生成ユニットは、アクセス要求が開始される前にランダムに乱数を生成するように構成
されている。
　比較ユニットは、乱数を、当該生成ユニットが所属するＭＴＣ装置又はＭＴＣグループ
のアクセス確率と比較し、乱数がアクセス確率以下である場合に開始ユニットを動作させ
、その他の場合に判断ユニットを動作させるように構成されている。
　判断ユニットは、アクセスパラメータが待ち時間を含むかどうかを判断し、アクセスパ
ラメータが待ち時間を含む場合、待ちユニットを動作させるように構成されている。
　待ちユニットは、待ち時間が経過した後、生成ユニットを再動作させるように構成され
ている。
【００８１】
　構成ユニット５０は、アクセスレベルが高ければ高いほど、構成されるアクセス確率が
高くなるように更に構成されている。
【００８２】
　又は、上記のアクセスパラメータがアクセス確率又は／及び待ち時間を含み、上記シス
テムは、ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループに設定される、生成ユニットと比較ユニットと判
断ユニットと待ちユニットとを更に含む。上記各ユニットが図面に示されていない。
　生成ユニットは、アクセス要求を開始する前にランダムに乱数を生成するように構成さ
れている。
　比較ユニットは、乱数を、当該生成ユニットが所属するＭＴＣ装置又はＭＴＣグループ
のアクセス確率と比較し、乱数がアクセス確率以上である場合に開始ユニットを動作させ
、その他の場合に判断ユニットを動作させるように構成されている。
　判断ユニットは、アクセスパラメータが待ち時間を含むかどうかを判断し、アクセスパ
ラメータが待ち時間を含む場合に待ちユニットを動作させるように構成されている。
　待ちユニットは、待ち時間が経過した後、生成ユニットを再動作させるように構成され
ている。
【００８３】
　このように、構成ユニット５０は、アクセスレベルが高ければ高いほど、構成されるア
クセス確率が小さくなるように更に構成されている。
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【００８４】
　又は、アクセスパラメータは、アクセスが許可されるかどうかを確認するための指示又
は／及び待ち時間を含む。上記システムは、ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループに設定される
判断ユニット（図面に示されていない）を更に含む。判断ユニットは、ＭＴＣ装置、又は
ＭＴＣ装置が所属するＭＴＣグループのアクセスパラメータにおけるアクセスレベル又は
アクセスプライオリティに応じて、アクセスが許可されないと判断した場合、アクセス要
求を開始しないように構成されている。判断ユニットは、アクセスパラメータが待ち時間
を含むと更に判断した場合、待ち時間が経過した後にアクセス要求を再開するように構成
されている。判断ユニットは、アクセスパラメータが待ち時間を含まない場合、その後ア
クセス要求を再開しないように構成されている。
【００８５】
　当業者は、図５に示すネットワークにアクセスするためのマシン型通信装置を制御する
システムは、これまでに述べた方法を実現するために構成されるものであることを理解す
べきであり、図５中の各処理ユニットを実現する機能は図２及び図４に示された方法にお
ける関連する説明を参照することによって理解されることが可能である。生成ユニット、
比較ユニット及び待ちユニットはそれぞれ本発明の技術スキームを最適化するために設定
されるものであり、本発明の基本目的を実現するために必須の技術特徴ではない。図５に
示されたシステムに含まれる各処理ユニットの機能はプロセッサー上で実行するプログラ
ムによって実現することができ、また具体的な論理回路によっても実現することができる
。
【００８６】
　本実施形態におけるネットワークにアクセスするためのマシン型通信装置を制御するシ
ステムは、ネットワーク側及びＭＴＣ装置を含む。ＭＴＣ装置は、図１に示されたネット
ワークアクセスノードを介してネットワーク側に接続する。図６は本発明に係るネットワ
ークにアクセスするためのマシン型通信装置を制御するシステムの別の構成を示す模式図
である。図６に示すように、本実施形態におけるネットワークにアクセスするためのマシ
ン型通信装置を制御するシステムはネットワーク側に設定される、構成ユニット６０、受
信ユニット６１、取得ユニット６２及びアクセス制御ユニット６３を更に含む。
　構成ユニット６０は、ＭＴＣ装置又はＭＴＣグループ又はＭＴＣサービスに、アクセス
レベル又はアクセスプライオリティを設定することに適用される。
　受信ユニット６１は、ＭＴＣ装置からのアクセス要求を受信するように構成されている
。
　取得ユニット６２は、アクセス要求を送信するＭＴＣ装置又はＭＴＣグループのアクセ
スレベル又はアクセスプライオリティを取得するように構成されている。
　アクセス制御ユニット６３は、現在のネットワーク負荷に応じて、ＭＴＣ装置又はＭＴ
Ｃグループに対してアクセス制御を行うように構成されている。
【００８７】
　構成ユニット６０は、アクセスレベル又はアクセスプライオリティに応じて、ＭＴＣ装
置又はＭＴＣグループに対応する負荷閾値を設定するように構成されている。アクセス制
御ユニットは、現在のネットワーク負荷がある負荷閾値に達した場合、アクセスレベル又
はアクセスプライオリティが当該負荷閾値に対応するアクセスレベル又はアクセスプライ
オリティ以下のＭＴＣ装置、又はＭＴＣグループにおけるＭＴＣ装置のアクセス要求を拒
否するように更に構成されている。
【００８８】
　当業者は、図６に示すネットワークにアクセスするためのマシン型通信装置を制御する
システムは、これまでに述べた方法を実現するために構成されるものであることを理解す
べきであり、図６中の各処理ユニットを実現する機能は図３に示された方法における関連
する説明を参照することによって理解することが可能である。図６に示されたシステムに
含まれる各処理ユニットの機能はプロセッサー上で実行するプログラムによって実現する
ことができ、また具体的な論理回路によっても実現することができる。
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【００８９】
　以上の説明は、本発明の好適な実施形態に過ぎず、本発明の保護範囲を限定するもので
はない。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】
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