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(57)【要約】
　本発明は設備の移動性に関連する情報を取得する方法
を提供し、マシン通信（MTC）設備の移動性に関連する
情報を取得することに用いられ、MTC設備が自体の移動
性に関連する情報をアクセスネットワークに報告し、或
は、アクセスネットワークはMTC設備の移動性に関連す
る情報が記憶されているコアネットワーク又はMTCサー
バーから前記MTC設備の移動性に関連する情報を取得す
ることを含む。本発明は更にMTC設備が最適化配置する
方法、MTC設備及びアクセスネットワーク設備を提供す
る。本発明はアクセスネットワークがMTC設備の移動性
に関連する情報を取得するようにし、それにより、配置
の最適化を行え、例えば必要ではない測定と移動性管理
等を減少させる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設備の移動性に関連する情報を取得する方法であって、マシン通信(MTC)設備の移動性
に関連する情報を取得することに用いられ、 
　MTC設備が自体の移動性に関連する情報をアクセスネットワークに報告すること、或は
、
　アクセスネットワークはMTC設備の移動性に関連する情報が記憶されているコアネット
ワーク又はMTCサーバーから前記MTC設備の移動性に関連する情報を取得することを含むこ
とを特徴とする設備の移動性に関連する情報を取得する方法。
【請求項２】
　前記アクセスネットワークがユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク（UTRAN）
或は進化型ユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク（E-UTRAN）である請求項1に記
載の方法。
【請求項３】
　MTC設備が自体の移動性に関連する情報をアクセスネットワークに報告するステップは
、
　前記MTC設備がアクセスネットワークに無線リソース制御（RRC）接続構築要求又はRRC
接続構築完成メッセージを起動し、その中に、自体の移動性に関連する情報を載せること
を含む請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記移動性に関連する情報は、移動性の関連情報のグレードを含み、
　前記MTC設備の移動性の関連情報のグレードは静止、低速移動、一般速度移動或は高速
移動というタイプの中の一種である請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　MTC設備の移動性に関連する情報が変わると、前記MTC設備が新しい移動性に関連する情
報をアクセスネットワーク、コアネットワークとMTCサーバーの中の一種又は多種に知ら
せることを更に含む請求項1～4のいずれか一つに記載の方法。
【請求項６】
　マシン通信（MTC）設備の配置を最適化する方法であって、MTC設備の配置を動的に最適
化することに用いられ、
　MTC設備は自体の移動性に関連する情報をアクセスネットワークに報告し、或はアクセ
スネットワークはMTC設備の移動性に関連する情報が記憶されているコアネットワーク或
はMTCサーバーから前記MTC設備の移動性に関連する情報を取得し、及び、
　前記アクセスネットワークは得た前記MTC設備の移動性に関連する情報に基づき、前記M
TC設備の配置パラメーターを配置し、その中に、
　前記配置パラメーターが測定周期、位置更新周期とルーティングエリア更新周期の中の
一種又は多種を含むことを特徴とするマシン通信（MTC）設備の配置を最適化する方法。
【請求項７】
　MTC設備が自体の移動性に関連する情報をアクセスネットワークに報告するステップは
、
　前記MTC設備がアクセスネットワークにRRC接続構築要求或はRRC接続構築完成メッセー
ジを起動し、その中に、自体の移動性に関連する情報を載せることを含む請求項6に記載
の方法。
【請求項８】
　前記移動性に関連する情報は、移動性に関連する情報のグレードを含み、
　前記MTC設備の移動性に関連する情報のグレードは、静止、低速移動、一般速度移動或
は高速移動というタイプの中の一種である請求項6に記載の方法。
【請求項９】
　前記配置パラメーターが測定周期、位置更新周期とルーティングエリア更新周期を含む
と、
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　前記アクセスネットワークは前記MTC設備の移動性に関連する情報のグレードが静止で
あることを了解すれば、、前記アクセスネットワークは前記MTC設備の測定周期を無限大
に配置し、且つMTC設備が位置更新とルーティングエリア更新の報告を行わないように設
置し、
　前記アクセスネットワークは前記MTC設備の移動性に関連する情報のグレードが低速移
動であることを了解すれば、前記アクセスネットワークは前記MTC設備が比較的に大きい
測定周期、位置更新周期とルーティングエリア更新周期を使用するように配置し、前記ア
クセスネットワークは前記MTC設備の移動性に関連する情報のグレードが一般速度移動で
あることを了解すれば、前記アクセスネットワークは前記MTC設備が一般速度移動端末の
配置パラメーターを使用するように配置し、
　前記アクセスネットワークは前記MTC設備の移動性に関連する情報のグレードが高速移
動であることを了解すれば、前記アクセスネットワークは前記MTC設備が高速移動端末の
配置パラメーターを使用するように配置する請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　MTC設備の移動性に関連する情報が変わると、前記MTC設備は新しい移動性に関連する情
報をアクセスネットワーク、コアネットワークとMTCサーバーの中の一種又は多種に知ら
せることと、
　アクセスネットワークは新しい移動性に関連する情報を取得し、取得した前記新しい移
動性に関連する情報に基づき、改めて前記MTC設備の配置パラメーターを配置することと
を更に含む請求項6～9のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１１】
　マシン通信（MTC）設備であって、 
　アクセスネットワークが前記MTC設備の移動性に関連する情報に基づいて配置し、かつ
前記MTC設備に配布した配置パラメーターを受信し、前記配置パラメーターは測定周期、
位置更新周期とルーティングエリア更新周期の中の一種又は多種を含むように設置される
受信モジュール及び、
　前記MTC設備が前記アクセスネットワークに自体の移動性に関連する情報を報告するこ
とに用いられ、アクセスネットワークから受信した配置パラメーターを使用するように設
置される使用モジュールを含むマシン通信（MTC）設備。
【請求項１２】
　前記アクセスネットワークに自体の移動性に関連する情報を報告するように設置される
報告モジュールを更に含む請求項11に記載のMTC設備。
【請求項１３】
　アクセスネットワーク設備であって、 
　マシン通信（MTC）設備又はMTC設備の移動性に関連する情報が記憶されているコアネッ
トワーク或はMTCサーバーから前記MTC設備の移動性に関連する情報を取得するように設置
される情報取得モジュール、
　得た前記MTC設備の移動性に関連する情報に基づき、前記MTC設備の配置パラメーターを
配置するように設置される配置モジュール、及び
　前記MTC設備の配置パラメーターを前記MTC設備に配布し、その中に、前記配置パラメー
ターは測定周期、位置更新周期とルーティングエリア更新周期中の一種又は多種を含むよ
うに設置される配布モジュールを含むアクセスネットワーク設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信分野に関し、特に設備の移動性に関連する情報の取得及び配置の最適
化方法とシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　機械と機械（Machine to Machine、M2M）とは機械同士の通信を一般的に指し、センサ
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ネットワークと無線通信技術を融合し、機械端末のインテリジェント交換をコアとし、ネ
ットワーク化された応用とサービスである。M2Mは複数種類の通信方式をアクセス手段と
し、クライアントのために提供した情報化解決案はクライアントのモニタリング、指揮と
スケジューリング、データー採取と測定等の方面への情報化要求を満たすことに用いられ
る。
【０００３】
　無線技術の発展は、M2M市場が発展する重要な要因である。無線技術は従来の通信方式
の時間、空間の制限と地域的な障害を突破し、企業と公衆が配線、ケーブルの拘束から抜
け出し、クライアントがより効果的にコストをコントロールでき、据付費用を減少させる
ようにし、且つ使用に便利になる。また、日々増加した需要はM2Mが耐えずに前向きに発
展することを推進し、情報処理能力及びネットワーク帯域幅が耐えずに増加することと矛
盾するのは情報を取得する手段がかなり情報処理能力及びネットワーク帯域幅に後れるこ
とであり、M2Mは情報を取得する手段を増強し、情報を取得する需要をよく満たした。M2M
によって、リアルタイムに外部環境を監視でき、広範囲、自動化の情報採取を実現する。
このため、M2Mは業種への応用、家庭への応用、及び個人への応用等に利用できる。業種
への応用は、例えば交通モニタリング、告警システム、水難救助、自動販売機、車両交通
料納付等である。家族への応用は、例えば自動検針、温度制御等である。個人への応用は
例えば生命検出、遠隔診断等である。
【０００４】
　M2Mの通信対象者は、機械と機械、又は人と機械である。一つ又は複数の機械間のデー
ター通信はマシン通信（Machine Type Communication、MTC）に定義され、このような場
合に、ヒューマンコンピュータインタラクションを需要することが少ない。MTCに参加し
た機械は、MTC設備に定義される。MTC設備は、MTCユーザー設備（MTC User Equipment、M
TC UE）であり、公衆陸上移動通信網（Public Land Mobile Network、PLMN）を介してMTC
設備とMTCサーバーと通信を行える。移動設備（Mobile Equipment、ME）は、MTC設備付き
の機能ブロックであり、該機能ブロックはMTC設備を移動通信システムにアクセスするこ
とに用いられる。MTCサーバー（MTC Server）はMTC設備に管理とモニタリングを行う。図
1と図2はそれぞれ従来技術において、MTC設備がユニバーサル地上波無線アクセスネット
ワーク（Universal Terrestrial Radio Access Network、UTRAN）、進化型ユニバーサル
地上波無線アクセスネットワーク（Evolved Terrestrial Radio Access Network、E-UTRA
N）を介して、コアネットワーク（Core Network、CN）にアクセスする模式図である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　MTC設備はほとんど具体的な応用設備であり、異なる応用のMTC設備が異なる特性を有し
、例えばセンサー、カメラ、及び電気計器等の設備、このため、大部分の場合に固定にあ
る箇所に設置され、且つほとんど移動する需要がない。従って、これらの設備に対し、必
要ではない測定と移動性管理等を減少させることで、設備のワット損とネットワークへの
衝撃を減少させることは考えなければならない問題である。このような応用の場合に対し
、まずアクセス網はMTC設備の移動性に関連する情報を了解する必要があり、それにより
、異なる移動性に応じ異なる最適化をすることができる。従来の技術では、上記問題に対
して、相応な解決案を提供しない。
【０００６】
　本発明が解決しようとする問題は、設備の移動性に関連する情報及び最適化配置を取得
する方法とシステムを提供することで、アクセスネットワークがMTC設備の移動性に関連
する情報を取得でき、最適化配置を行うようにすることにある。
【０００７】
　上記技術的な問題を解決するために、本発明は設備の移動性に関連する情報を取得する
方法を提供し、MTC設備を取得することに用いられ、 
　MTC設備が自体の移動性に関連する情報をアクセスネットワークに報告し、或は、
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　アクセスネットワークは、MTC設備の移動性に関連する情報が記憶されているコアネッ
トワーク又はMTCサーバーから前記MTC設備の移動性に関連する情報を取得することを含む
。
【０００８】
　前記アクセスネットワークは、ユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク（UTRAN
）或は進化型ユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク（E-UTRAN）である。
【０００９】
　MTC設備が自体の移動性に関連する情報をアクセスネットワークに報告するステップは
、
　前記MTC設備がアクセスネットワークに無線リソース制御（RRC）接続構築要求又はRRC
接続構築完成メッセージを起動し、その中に、自体の移動性に関連する情報を載せること
を含む。
【００１０】
　前記移動性に関連する情報は、移動性に関連する情報のグレードを含み、
　前記MTC設備の移動性に関連する情報のグレードは、静止、低速移動、一般速度移動或
は高速移動というタイプの中の一種である。
【００１１】
　前記方法は更に、
　MTC設備の移動性に関連する情報が変わると、前記MTC設備が新しい移動性に関連する情
報をアクセスネットワークのコアネットワークとMTCサーバー中の一種又は多種に知らせ
ることを含む。
【００１２】
　上記技術的な問題を解決するために、本発明は更にマシン通信（MTC）設備が最適化配
置する方法を提供し、MTC設備の動的最適化配置に用いられ、 
　MTC設備は自体の移動性に関連する情報をアクセスネットワークに報告し、或はアクセ
スネットワークはMTC設備の移動性に関連する情報が記憶されているコアネットワーク或
はMTCサーバーから前記MTC設備の移動性に関連する情報を取得し、及び、
　前記アクセスネットワークは、取得した前記MTC設備の移動性に関連する情報に基づき
、前記MTC設備の配置パラメーターを配置し、その中に、
　前記配置パラメーターが測定周期、位置更新周期とルーティングエリア更新周期の中の
一種又は多種を含むことを特徴とする。
【００１３】
　MTC設備が自体の移動性に関連する情報をアクセスネットワークに報告するステップは
、
　前記MTC設備がアクセスネットワークにRRC接続構築要求或はRRC接続構築完成メッセー
ジを起動し、その中に、自体の移動性に関連する情報を載せることを含む。
【００１４】
　前記移動性に関連する情報は、移動性に関連する情報のグレードを含み、
前記MTC設備の移動性に関連する情報のグレードは静止、低速移動、一般速度移動或は高
速移動というタイプの中の一種である。
【００１５】
　前記配置パラメーターが測定周期、位置更新周期とルーティングエリア更新周期を含む
と、
　前記アクセスネットワークは、前記MTC設備の移動性に関連する情報のグレードが静止
であることを了解すれば、前記アクセスネットワークは、前記MTC設備の測定周期を無限
大に配置し、且つMTC設備が位置更新とルーティングエリア更新の報告を行わないように
設置し、
　前記アクセスネットワークは、前記MTC設備の移動性に関連する情報のグレードが低速
移動であることを了解すれば、前記アクセスネットワークは前記MTC設備が比較的に大き
い測定周期、位置更新周期とルーティングエリア更新周期を使用するように配置し、前記
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アクセスネットワークは前記MTC設備の移動性の関連情報のグレードが一般速度移動であ
ることを了解すれば、前記アクセスネットワークは、前記MTC設備が一般速度移動端末の
配置パラメーターを使用するように配置し、
　前記アクセスネットワークは、前記MTC設備の移動性の関連情報のグレードが高速移動
であることを了解すれば、前記アクセスネットワークは前記MTC設備が高速移動端末の配
置パラメーターを使用するように配置する。
【００１６】
　前記方法は更に、
　MTC設備の移動性の関連情報が変わると、前記MTC設備は新しい移動性の関連情報をアク
セスネットワーク、コアネットワークとMTCサーバー中の一種又は多種に知らせ、
　アクセスネットワークは新しい移動性の関連情報を取得し、取得した前記新しい移動性
の関連情報に基づき、改めて前記MTC設備の配置パラメーターを配置することを含む。
【００１７】
　上記技術的な問題を解決するために、本発明は更にマシン通信（MTC）設備を提供し、 
　アクセスネットワークが前記MTC設備の移動性の関連情報に基づいて配置し、かつ前記M
TC設備に配布した配置パラメーターを受信し、前記配置パラメーターは測定周期、位置更
新周期とルーティングエリア更新周期の中の一種又は多種を含むように設置される受信モ
ジュール及び、
　前記MTC設備が前記アクセスネットワークに自体の移動性の関連情報を報告することに
用いられ、アクセスネットワークから受信した配置パラメーターを使用するように設置さ
れる使用モジュールを含む。
【００１８】
　前記MTC設備は更に、
　前記アクセスネットワークに自体の移動性の関連情報を報告するように設置される報告
モジュールを含む。
【００１９】
　アクセスネットワーク設備であって、 
　マシン通信（MTC）設備又はMTC設備の移動性の関連情報が記憶されているコアネットワ
ーク或はMTCサーバーから前記MTC設備の移動性の関連情報を取得するように設置される情
報取得モジュール、
　得た前記MTC設備の移動性の関連情報に基づき、前記MTC設備の配置パラメーターを配置
するように設置される配置モジュール、及び
　前記MTC設備の配置パラメーターを前記MTC設備に配布し、その中に、前記配置パラメー
ターは測定周期、位置更新周期とルーティングエリア更新周期の中の一種又は多種を含む
ように設置される配布モジュールを含む。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明はアクセスネットワークがMTC設備の移動性の関連情報を取得するようにし、そ
れにより、配置の最適化を行え、例えば必要ではない測定と移動性管理等を減少させる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図1はMTC設備がUTRANを介してCNにアクセスする模式図である。
【図２】図2はMTC設備がE-UTRANを介してCNにアクセスする模式図である。
【図３】図3は本発明の実施例一の模式図である。
【図４】図4は本発明の実施例二の模式図である。
【図５】図5は本発明の実施例三の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明はアクセスネットワークがMTC設備の移動性の関連情報を取得する方法を提供し
、同時に異なる移動性の関連情報に応じ、異なる動的最適化の配置案を提供する。
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【００２３】
　本発明はUTRANネットワークとE-UTRANネットワークに適用可能である。
【００２４】
　アクセスネットワークが設備の移動性の関連情報を取得する方案は二種類を含み、一種
はMTC設備が自体の移動性の関連情報をアクセスネットワークに報告し、もう一種はアク
セスネットワークがMTC設備の移動性の関連情報が記憶されているコアネットワーク又はM
TCサーバーから上記MTC設備の移動性の関連情報を取得する。
【００２５】
　アクセスネットワークはUTRAN或はE-UTRANである。
【００２６】
　上記移動性の関連情報は移動性の関連情報のグレードを含み、その中に、上記MTC設備
の移動性の関連情報のグレードは、
　静止、低速移動、一般速度移動或は高速移動というタイプの中の一種である。
【００２７】
　アクセスネットワークは、取得した上記MTC設備の移動性の関連情報に基づき、上記MTC
設備の配置パラメーターを配置し、具体的には、MTC設備の異なる移動性の関連情報のグ
レードに基づき、アクセスネットワークが異なる配置の最適化を行うことができる。
【００２８】
　その中に、上記配置パラメーターは、測定周期、位置更新（Location Updating）周期
、ルーティングエリア更新（Routing Area Update）周期の中の一種又は多種を含む。
【００２９】
　MTC設備の移動性の関連情報が変わる時、上記MTC設備は、新しい移動性の関連情報をア
クセスネットワーク、コアネットワークとMTCサーバーの中の一種又は多種に報告し、ア
クセスネットワークは、取得した上記新しい移動性の関連情報に基づき、改めて上記MTC
設備の配置パラメーターを配置する。
【００３０】
　以下、図面と具体的な実施例を参考しながら、本発明を詳しく説明する。
【００３１】
　実施例一：
　図3に示すように、MTC設備が自体の移動性の関連情報をアクセスネットワークに報告す
る模式図であり、具体的には、
　ステップ301、MTC設備はUTRAN或はE-UTRANに無線リソース制御（Radio Resources Cont
rol、RRC）接続構築要求或はRRC接続構築完成メッセージを送信し、その中に、自体の移
動性の関連情報を載せ、
　ステップ302、UTRAN或はE-UTRANはRRC構築要求或はRRC接続構築完成メッセージを解析
し、該MTC設備の移動性の関連情報を取得し、且つ異なる移動性の関連情報のグレードに
基づき、MTC設備に配置の最適化を行い、例えば、MTC設備が移動しない時（移動性の関連
情報のグレードが静止である）、アクセスネットワークはMTC設備の測定周期を無限大（
すなわち、測定しない）に設置可能であり、且つMTC設備が位置更新とルーティングエリ
ア更新等の報告をしないように設置し、すなわちMTC設備が不移動しない時、測定、位置
更新、且つルーティングエリア更新を行うことが不要で、MTC設備が低速に移動する場合
（移動性の関連情報のグレードが低速移動である）に対し、アクセスネットワークは上記
MTC設備が比較的に大きい測定周期、位置更新周期とルーティングエリア更新周期（例え
ば上記周期が6分間以上の任意の値である）を使用するように設置でき、MTC設備は一般的
な速度で移動する時（移動性の関連情報のグレードが一般速度移動である）、アクセスネ
ットワークは上記MTC設備が一般速度移動端末の配置パラメーターを使用するように設置
でき、例えば測定周期、位置更新周期とルーティングエリア更新周期を1分間以上6分間以
下の任意の一つの値に設置でき、MTC設備は高速に移動する時（移動性の関連情報のグレ
ードが高速移動である）、アクセスネットワークは上記MTC設備が高速移動端末の配置パ
ラメーターを使用するように設置でき、例えば測定周期、位置更新周期とルーティングエ
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リア更新周期を半分間以上、一分間以下間の任意の一つの値に配置できる。
【００３２】
　なお、測定周期、位置更新周期とルーティングエリア更新周期を必ず一つの値に設置す
るわけではない。
【００３３】
　当然ながら、アクセスネットワークは測定周期、位置更新周期、及びルーティングエリ
ア更新周期という三種類のパラメーター中の一種又は二種だけ設置してもよい。
【００３４】
　その中に、一般速度移動端末の配置パラメーターと高速移動端末の配置パラメーターが
含んだ内容は従来の技術であり、関連標準を参考まで、ここでは詳述しない。アクセスネ
ットワークを介してMTC設備にシステムメッセージ或は測定配置メッセージを配布でき、M
TC設備がこれらの配置パラメーターを得るようにする。
【００３５】
　その中に、速度が3キロメートル／時間以下になる場合、低速移動と考えられ、速度が3
～120キロメートル／時間になる場合、一般速度移動と考えられ、速度が120キロメートル
／時間になる場合、高速移動と考えられる。
【００３６】
その中に、具体的には、UTRAN或はE-UTRANにはRRC接続構築要求或はRRC接続構築完成メッ
セージを受信し、且つ解析し、MTC設備に配置最適化を行う実体は無線ネットワーク制御
装置（Radio Network Controller、RNC）であってもよい。
【００３７】
　実施例二：
　図4に示すのは、アクセスネットワークが、コアネットワーク或はMTCサーバーから上記
MTC設備の移動性の関連情報を取得する模式図であり、具体的には、
　ステップ401、UTRAN或はE-UTRANは、コアネットワーク或はMTC serverからMTC設備の移
動性に関連する情報を取得し、
　ステップ402、UTRAN或はE-UTRANは、該MTC設備の移動性に関連する情報を取得した後、
異なる移動性に関連する情報のグレードに基づき、MTC設備に配置の最適化を行い、例え
ば、MTC設備が移動しない時（移動性に関連する情報のグレードが静止である）、アクセ
スネットワークがMTC設備の測定周期を無限大に設置でき、且つMTC設備が位置更新とルー
ティングエリア更新等の報告をしないように設置でき、すなわち、MTC設備は移動しない
時、測定、位置更新、且つルーティングエリア更新を行うことは不要で、MTC設備が低速
に移動する場合（移動性に関連する情報のグレードが低速移動である）に、アクセスネッ
トワークは上記MTC設備が比較的に大きい測定周期、位置更新周期とルーティングエリア
更新周期（例えば上記周期が6分間を超える）を使用するように設置でき、MTC設備が一般
的な速度で移動する（移動性に関連する情報のグレードが一般速度移動である）時、アク
セスネットワークは上記MTC設備が一般的な速度で端末の配置パラメーターを移動するよ
うに設置でき、MTC設備は高速で移動する（移動性に関連する情報のグレードが高速移動
である）時に、アクセスネットワークは上記MTC設備が高速で端末の配置パラメーターを
移動するように設置できる。
【００３８】
　当然ながら、アクセスネットワークは、測定周期、位置更新周期、及びルーティングエ
リア更新周期という三種類のパラメーター中の一種又は二種だけ配置できる。
【００３９】
　その中に、一般的な速度で端末を移動する配置パラメーターと高速で端末を移動する配
置パラメーターが含んだ内容は従来の技術であり、関連標準を参考でき、ここでは詳述し
ない。アクセスネットワークを介してMTC設備にシステムメッセージ或は測定配置メッセ
ージを配布でき、MTC設備がこれらの配置パラメーターを得るようにする。 
　その中に、速度が3キロメートル／時間以下になる場合に、低速移動と考えられ、速度
が3～120キロメートル／時間になる場合、一般速度移動と考えられ、速度が120キロメー
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トル／時間以上になる場合、高速移動と考えられる。
【００４０】
　具体的には、UTRAN或はE-UTRANがMTC設備の移動性に関連する情報を取得し、且つMTC設
備に配置の最適化を行う実体はRNCであってもよく、コアネットワークにMTC設備の移動性
に関連する情報が記憶されている実体は、ホームロケーションレジスタ（Home Location 
Register、HLR）及びホーム加入者サーバ（Home Subscriber Server、HSS）である。
【００４１】
　実施例三：
　図5に示すように、移動性の関連情報が変わる時、MTC設備が、新しい移動性に関連する
情報の更新をアクセスネットワーク或はコアネットワーク或はMTC serverに知らせる模式
図である。
【００４２】
　ステップ501、MTC設備の移動性の関連情報が変わる時、該MTC設備は新しい移動性の関
連情報をUTRAN或はE-UTRAN或はCN或はMTC serverに知らせ、
　ステップ502、UTRAN或はE-UTRANは新しい移動性の関連情報に基づき、改めて該MTC設備
の配置パラメーターを配置する。
【００４３】
　本発明による実施例のMTC設備の動的最適化配置のシステムは、MTC設備とアクセスネッ
トワークを含み、上記MTC設備は、上記アクセスネットワークに自体の移動性の関連情報
を報告するように設置され、及びアクセスネットワークから受信した配置パラメーターを
使用し、上記アクセスネットワークは得た上記MTC設備の移動性に関連する情報に基づき
、上記MTC設備の配置パラメーターを配置し、かつ上記MTC設備に配布し、上記配置パラメ
ーターは測定周期及び/又は位置更新周期及び/又はルーティングエリア更新周期を含むこ
とは好ましい。
【００４４】
　本発明による実施例のMTC設備の動的最適化配置のシステムは、MTC設備とアクセスネッ
トワークを含み、上記アクセスネットワークは、MTC設備の移動性に関連する情報が記憶
されているコアネットワーク或はMTCサーバーから上記MTC設備の移動性に関連する情報を
取得し、且つ得た上記MTC設備の移動性に関連する情報に基づき、上記MTC設備の配置パラ
メーターを配置し、かつ上記MTC設備に配布し、上記配置パラメーターは、測定周期及び/
又は位置更新周期及び/又はルーティングエリア更新周期を含み、上記MTC設備は、アクセ
スネットワークから受信した上記配置パラメーターを使用するように設置される。
【００４５】
　本実施例は更にMTC設備を提供し、 
　アクセスネットワークが該MTC設備の移動性に関連する情報に基づいて配置し、且つ該M
TC設備に配布する配置パラメーターを受信し、配置パラメーターは測定周期、位置更新周
期とルーティングエリア更新周期の中の一種又は多種を含むように設置される受信モジュ
ール、及び
　アクセスネットワークから受信した配置パラメーターを使用するように設置される使用
モジュールを含む。
【００４６】
　該MTC設備は更に、
　上記アクセスネットワークに自体の移動性に関連する情報を報告するように設置される
報告モジュールを含む。
【００４７】
　本実施例は更にアクセスネットワーク設備を提供し、 
　MTC設備或はMTC設備の移動性に関連する情報が記憶されているコアネットワーク或はMT
Cサーバーから該MTC設備の移動性に関連する情報を取得するように設置される情報取得モ
ジュールと、
得たMTC設備の移動性に関連する情報に基づき、MTC設備の配置パラメーターを配置する配
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置モジュールと、及び
　MTC設備の配置パラメーターをMTC設備に配布し、その中に、上記配置パラメーターは測
定周期、位置更新周期とルーティングエリア更新周期中の一種又は多種を含むように設置
される配布モジュールを含む。
【００４８】
　当然ながら、本発明は更に他の複数の種類の実施例を有してもよく、本発明の精神及び
その実質を逸脱しない限り、本分野に熟知する技術者は本発明によれば、各種の相応な修
正と変形をすることができるが、これらの相応な修正と変形はすべてが本発明に添付した
請求項の保護範囲に属するものである。
【産業上の利用分野】
【００４９】
　本発明はアクセスネットワークがMTC設備の移動性に関連する情報を取得できることで
、配置の最適化を行え、例えば必要ではない測定と移動性管理等を減少させる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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