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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線接続システムにおける機器間（Ｍ２Ｍ）通信のための方法であって、
　該方法は、
　Ｍ２Ｍ装置により、該Ｍ２Ｍ装置が属するＭ２Ｍグループに関連する識別情報であるＭ
２Ｍグループ識別子（ＭＧＩＤ）を基地局から受信することと、
　該Ｍ２Ｍ装置により、該ＭＧＩＤを循環冗長検査（ＣＲＣ）マスクに適用することと、
　該Ｍ２Ｍ装置により、該ＣＲＣマスクに基づいてＡ－ＭＡＰ　ＩＥ（ａｄｖａｎｃｅｄ
　ｍａｐ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ）の形態のメッセージをデコーディ
ングすることと
　を含み、該ＣＲＣマスクは、該ＭＧＩＤに対して設定されたマスキングコード、タイプ
指示子およびマスキングプレフィックスを含む、方法。
【請求項２】
　前記ＭＧＩＤのサイズは１２ビットである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＭＧＩＤは、前記基地局から登録応答（ＲＥＧ－ＲＳＰ）メッセージを介して送信
される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　無線接続システムにおける機器間（Ｍ２Ｍ）装置であって、
　該Ｍ２Ｍ装置は、
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　無線信号を送信および受信するように構成されたＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ）部と、
　該ＲＦ部に動作可能に結合された制御部と
　を備え、
　該制御部は、
　該Ｍ２Ｍ装置が属するＭ２Ｍグループに関連する識別情報であるＭ２Ｍグループ識別子
（ＭＧＩＤ）を基地局から受信することと、
　該ＭＧＩＤを循環冗長検査（ＣＲＣ）マスクに適用することと、
　該ＣＲＣマスクに基づいてＡ－ＭＡＰ　ＩＥ（ａｄｖａｎｃｅｄ　ｍａｐ　ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ）の形態のメッセージをデコーディングすることと
　を行うように構成され、該ＣＲＣマスクは、該ＭＧＩＤに対して設定されたマスキング
コード、タイプ指示子およびマスキングプレフィックスを含む、Ｍ２Ｍ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線接続システムに関し、特に、Ｍ２Ｍ通信をサポートするシステムにおけ
るＭ２Ｍ端末に端末識別子を割り当てるための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｍ２Ｍ端末（Ｍ２Ｍ　ｄｅｖｉｃｅ）にダウンリンクまたはアップリンクのリソースを
割り当てるために、基地局は該当端末のタイプを知らなければならない。Ｍ２Ｍシステム
では既存システム（８０２．１６ｅまたは８０２．１６ｍ）より多い（数百～数千倍程度
）端末がセル内に存在することができる。
【０００３】
　このようにセル内に多い端末が存在する場合、既存システムで使用したアドレッシング
（ａｄｄｒｅｓｓｉｎｇ）方法（１２ビットのＳＴＩＤ）は、多い端末を収容することが
できないおそれもある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、Ｍ２Ｍ通信をサポートするシステムにおいて、初期ネットワーク進入
（ｉｎｉｔｉａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎｔｒｙ）を介してＭ２Ｍグループ識別子及びＭ
２Ｍ端末識別子を割り当てる方法、並びに割り当てられたグループまたは端末識別子を管
理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】
【０００５】
　本発明は、無線接続システムにおける基地局と初期ネットワーク進入（ｉｎｉｔｉａｌ
　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎｔｒｙ）過程を介して端末識別子を割り当てるための方法におい
て、機器間通信をサポートする端末であることを示す制御情報を基地局に送信するステッ
プ；及び、端末が属するグループを示す第１の識別子及び前記グループに属する各端末を
示す第２の識別子のうち少なくとも一つを含む第１のメッセージを前記基地局から受信す
るステップ；を含んで行われる。
【０００６】
　また、前記端末は、機器間通信をサポートするＭ２Ｍ（Ｍａｃｈｉｎｅ　ｔｏ　Ｍａｃ
ｈｉｎｅ）端末であることを特徴とする。
【０００７】
　また、前記第１の識別子は、Ｍ２Ｍグループ識別子（Ｍ２Ｍ　ｇｒｏｕｐ　ｉｄｅｎｔ
ｉｆｉｅｒ）であり、前記第２の識別子は、Ｍ２Ｍ端末識別子（Ｍ２Ｍ　ｄｅｖｉｃｅ　
ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）であることを特徴とする。
【０００８】
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　また、前記制御情報は、前記基地局と初期レンジング過程（ｉｎｉｔｉａｌ　ｒａｎｇ
ｉｎｇ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を介して前記基地局に送信されることを特徴とする。
【０００９】
　また、前記制御情報は、初期レンジングコードであり、Ｍ２Ｍ端末に割り当てられる初
期レンジングコードセット（ｉｎｉｔｉａｌ　ｒａｎｇｉｎｇ　ｃｏｄｅ　ｓｅｔ）を含
む第２のメッセージを前記基地局から受信するステップ；及び、前記受信された初期レン
ジングコードセットのうちいずれか一つを前記基地局に送信するステップ；をさらに含む
ことを特徴とする。
【００１０】
　また、前記制御情報は、初期レンジングコードであり、Ｍ２Ｍ端末に割り当てられる初
期レンジング領域情報を前記基地局から受信するステップ；及び、前記受信された初期レ
ンジング領域情報を介して前記初期レンジングコードを前記基地局に送信するステップ；
をさらに含むことを特徴とする。
【００１１】
　また、前記第２のメッセージは、スーパーフレームヘッダ（Ｓｕｐｅｒ　Ｆｒａｍｅ　
Ｈｅａｄｅｒ；ＳＦＨ）であることを特徴とする。
【００１２】
　また、前記制御情報は、前記基地局と基本能力交渉（Ｂａｓｃｉ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔ
ｙ　Ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎ）過程を介して前記基地局に送信されることを特徴とする。
【００１３】
　また、前記制御情報は、前記基地局と登録（Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）手順を介して前記基地
局に送信されることを特徴とする。
【００１４】
　また、前記第１のメッセージは、登録応答メッセージ（ＲＥＧ－ＲＳＰ　ｍｅｓｓａｇ
ｅ）であることを特徴とする。
【００１５】
　また、前記第１のメッセージは、マップ情報要素（Ａ－ＭＡＰ　ＩＥ）であり、前記第
１の識別子は、循環重複（または冗長）検査（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃ
ｈｅｃｋ；ＣＲＣ）マスキングを介して割り当てられることを特徴とする。
【００１６】
　また、前記循環重複検査マスキングは、マスキングプレフィックス（ｍａｓｋｉｎｇ　
ｐｒｅｆｉｘ）、メッセージタイプ指示子（ｍｅｓｓａｇｅ　ｔｙｐｅ　ｉｎｄｉｃａｔ
ｏｒ）、及びマスキングコード（ｍａｓｋｉｎｇ　ｃｏｄｅ）で構成されることを特徴と
する。
【００１７】
　また、前記第１の識別子は、前記マスキングプレフィックス及びメッセージタイプ指示
子のうち少なくとも一つの値に基づいて前記マスキングコードのうち一部または全部が割
り当てられることを特徴とする。
【００１８】
　また、前記第１のメッセージは、前記端末が属するグループの個数情報及び各グループ
に属する端末の個数情報をさらに含むことを特徴とする。
【００１９】
　また、前記第２の識別子の長さは、ｌｏｇ２（各グループで収容可能な総端末の数）の
値より小さい値のうち一番大きい自然数であることを特徴とする。
【００２０】
　また、前記第１のメッセージは、Ｍ２Ｍユニキャスト割当マップ情報要素（Ｍ２Ｍ　ｕ
ｎｉｃａｓｔ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａ－ＭＡＰ　ＩＥ）であることを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明は、無線接続システムにおける基地局と初期ネットワーク進入（ｉｎｉｔ
ｉａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎｔｒｙ）過程を介して端末識別子を割り当てるための端末
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において、外部と無線信号を送受信するための無線通信部；及び、前記無線通信部に連結
される制御部；を含み、前記制御部は、機器間通信をサポートする端末であることを示す
制御情報を基地局に送信するように前記無線通信部を制御し、端末が属するグループを示
す第１の識別子及び前記グループに属する各端末を示す第２の識別子のうち少なくとも一
つを含む第１のメッセージを前記基地局から受信するように前記無線通信部を制御するこ
とを特徴とする。
【００２２】
　前記第１の識別子は、Ｍ２Ｍグループ識別子（Ｍ２Ｍ　ｇｒｏｕｐ　ｉｄｅｎｔｉｆｉ
ｅｒ）であり、前記第２の識別子は、Ｍ２Ｍ端末識別子（Ｍ２Ｍ　ｄｅｖｉｃｅ　ｉｄｅ
ｎｔｉｆｉｅｒ）であることを特徴とする。また、前記制御情報は、前記基地局と初期レ
ンジング過程（ｉｎｉｔｉａｌ　ｒａｎｇｉｎｇ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を介して前記基
地局に送信されることを特徴とする。
（項目１）
　無線接続システムにおける基地局と初期ネットワーク進入（ｉｎｉｔｉａｌ　ｎｅｔｗ
ｏｒｋ　ｅｎｔｒｙ）過程を介して端末識別子を割り当てるための方法において、
　機器間通信をサポートする端末であることを示す制御情報を基地局に送信するステップ
；及び、
　端末が属するグループを示す第１の識別子及び前記グループに属する各端末を示す第２
の識別子のうち少なくとも一つを含む第１のメッセージを前記基地局から受信するステッ
プ；
　を含んで行われることを特徴とする方法。
（項目２）
　前記端末は、機器間通信をサポートするＭ２Ｍ（Ｍａｃｈｉｎｅ　ｔｏ　Ｍａｃｈｉｎ
ｅ）端末であることを特徴とする項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記第１の識別子は、Ｍ２Ｍグループ識別子（Ｍ２Ｍ　ｇｒｏｕｐ　ｉｄｅｎｔｉｆｉ
ｅｒ）であり、前記第２の識別子は、Ｍ２Ｍ端末識別子（Ｍ２Ｍ　ｄｅｖｉｃｅ　ｉｄｅ
ｎｔｉｆｉｅｒ）であることを特徴とする項目２に記載の方法。
（項目４）
　前記制御情報は、前記基地局と初期レンジング過程（ｉｎｉｔｉａｌ　ｒａｎｇｉｎｇ
　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を介して前記基地局に送信されることを特徴とする項目１に記載
の方法。
（項目５）
　前記制御情報は、初期レンジングコードであり、Ｍ２Ｍ端末に割り当てられる初期レン
ジングコードセット（ｉｎｉｔｉａｌ　ｒａｎｇｉｎｇ　ｃｏｄｅ　ｓｅｔ）を含む第２
のメッセージを前記基地局から受信するステップ；及び、前記受信された初期レンジング
コードセットのうちいずれか一つを前記基地局に送信するステップ；をさらに含むことを
特徴とする項目４に記載の方法。
（項目６）
　前記制御情報は、初期レンジングコードであり、Ｍ２Ｍ端末に割り当てられる初期レン
ジング領域情報を前記基地局から受信するステップ；及び、前記受信された初期レンジン
グ領域情報を介して前記初期レンジングコードを前記基地局に送信するステップ；をさら
に含むことを特徴とする項目４に記載の方法。
（項目７）
　前記第２のメッセージは、スーパーフレームヘッダ（Ｓｕｐｅｒ　Ｆｒａｍｅ　Ｈｅａ
ｄｅｒ；ＳＦＨ）であることを特徴とする項目５に記載の方法。
（項目８）
　前記制御情報は、前記基地局と基本能力交渉（Ｂａｓｃｉ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｎ
ｅｇｏｔｉａｔｉｏｎ）過程を介して前記基地局に送信されることを特徴とする項目１に
記載の方法。
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（項目９）
　前記制御情報は、前記基地局と登録（Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）手順を介して前記基地局に送
信されることを特徴とする項目１に記載の方法。
（項目１０）
　前記第１のメッセージは、登録応答メッセージ（ＲＥＧ－ＲＳＰ　ｍｅｓｓａｇｅ）で
あることを特徴とする項目１に記載の方法。
（項目１１）
　前記第１のメッセージは、マップ情報要素（Ａ－ＭＡＰ　ＩＥ）であり、前記第１の識
別子は、循環重複（または冗長）検査（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃ
ｋ；ＣＲＣ）マスキングを介して割り当てられることを特徴とする項目３に記載の方法。
（項目１２）
　前記循環重複検査マスキングは、マスキングプレフィックス（ｍａｓｋｉｎｇ　ｐｒｅ
ｆｉｘ）、メッセージタイプ指示子（ｍｅｓｓａｇｅ　ｔｙｐｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）
、及びマスキングコード（ｍａｓｋｉｎｇ　ｃｏｄｅ）で構成されることを特徴とする項
目１１に記載の方法。
（項目１３）
　前記第１の識別子は、前記マスキングプレフィックス及びメッセージタイプ指示子のう
ち少なくとも一つの値に基づいて前記マスキングコードのうち一部または全部が割り当て
られることを特徴とする項目１２に記載の方法。
（項目１４）
　前記第１のメッセージは、前記端末が属するグループの個数情報及び各グループに属す
る端末の個数情報をさらに含むことを特徴とする項目３に記載の方法。
（項目１５）
　前記第２の識別子の長さは、ｌｏｇ２（各グループで収容可能な総端末の数）の値より
小さい値のうち一番大きい自然数であることを特徴とする項目１４に記載の方法。
（項目１６）
　前記第１のメッセージは、Ｍ２Ｍユニキャスト割当マップ情報要素（Ｍ２Ｍ　ｕｎｉｃ
ａｓｔ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａ－ＭＡＰ　ＩＥ）であることを特徴とする項目１に記
載の方法。
（項目１７）
　無線接続システムにおける基地局と初期ネットワーク進入（ｉｎｉｔｉａｌ　ｎｅｔｗ
ｏｒｋ　ｅｎｔｒｙ）過程を介して端末識別子を割り当てるための端末において、
　外部と無線信号を送受信するための無線通信部；及び、
　前記無線通信部に連結される制御部；を含み、
　前記制御部は、
　機器間通信をサポートする端末であることを示す制御情報を基地局に送信するように前
記無線通信部を制御し、端末が属するグループを示す第１の識別子及び前記グループに属
する各端末を示す第２の識別子のうち少なくとも一つを含む第１のメッセージを前記基地
局から受信するように前記無線通信部を制御することを特徴とする端末。
（項目１８）
　前記第１の識別子は、Ｍ２Ｍグループ識別子（Ｍ２Ｍ　ｇｒｏｕｐ　ｉｄｅｎｔｉｆｉ
ｅｒ）であり、前記第２の識別子は、Ｍ２Ｍ端末識別子（Ｍ２Ｍ　ｄｅｖｉｃｅ　ｉｄｅ
ｎｔｉｆｉｅｒ）であることを特徴とする項目１７に記載の端末。
（項目１９）
　前記制御情報は、前記基地局と初期レンジング過程（ｉｎｉｔｉａｌ　ｒａｎｇｉｎｇ
　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を介して前記基地局に送信されることを特徴とする項目１７に記
載の端末。
（項目２０）
　前記制御情報は、初期レンジングコードであり、前記制御部は、Ｍ２Ｍ端末に割り当て
られる初期レンジングコードセット（ｉｎｉｔｉａｌ　ｒａｎｇｉｎｇ　ｃｏｄｅ　ｓｅ
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ｔ）を含む第２のメッセージを前記基地局から受信するように前記無線通信部を制御し、
前記受信された初期レンジングコードセットのうちいずれか一つを前記基地局に送信する
ように前記無線通信部を制御することを特徴とする項目１９に記載の端末。
 
【発明の効果】
【００２３】
　本発明は、Ｍ２Ｍ通信をサポートするシステムにおける初期ネットワーク進入（ｉｎｉ
ｔｉａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎｔｒｙ）を介してＭ２Ｍグループ識別子及びＭ２Ｍ端末
識別子の割当方法を提供することによって、セル内の多いＭ２Ｍ端末に効率的にＳＴＩＤ
を割り当てることができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】無線通信システムを示すブロック図である。
【図２】無線接続システムにおける端末と基地局の内部ブロック図を示す。
【図３】無線通信システムで初期接続（ｉｎｉｔｉａｌ　ａｃｃｅｓｓ）方法を示す流れ
図である。
【図４】本発明の一実施例に係るＭ２Ｍ端末に割り当てられるＭ２Ｍグループ識別子（Ｍ
２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ）及びＭ２Ｍ端末識別子（Ｍ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤ）の関係
を示す一例である。
【図５】本発明の一実施例に係るＭ２Ｍ端末が初期ネットワーク進入（ｉｎｉｔｉａｌ　
ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎｔｒｙ）過程を介してＭ２Ｍグループ識別子（Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ
　ＩＤ）及びＭ２Ｍ端末識別子（Ｍ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤ）の割当を受けることを示
す。
【図６】本発明の他の実施例に係るＭ２Ｍ端末が初期ネットワーク進入（ｉｎｉｔｉａｌ
　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎｔｒｙ）過程を介してＭ２Ｍグループ識別子（Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕ
ｐ　ＩＤ）及びＭ２Ｍ端末識別子（Ｍ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤ）の割当を受けることを
示す。
【図７】本発明の他の実施例に係るＭ２Ｍ端末が初期ネットワーク進入（ｉｎｉｔｉａｌ
　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎｔｒｙ）過程を介してＭ２Ｍグループ識別子（Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕ
ｐ　ＩＤ）及びＭ２Ｍ端末識別子（Ｍ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤ）の割当を受けることを
示す。
【図８】本発明の他の実施例に係るＭ２Ｍ端末が初期ネットワーク進入（ｉｎｉｔｉａｌ
　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎｔｒｙ）過程を介してＭ２Ｍグループ識別子（Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕ
ｐ　ＩＤ）及びＭ２Ｍ端末識別子（Ｍ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤ）の割当を受けることを
示す。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下の技術は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅ
ｓｓ）、ＦＤＭＡ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃ
ｅｓｓ）、ＴＤＭＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）
、ＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）などのような多様
な無線通信システムに使われることができる。ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ（Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）やＣＤＭＡ２０００のような
無線技術（ｒａｄｉｏ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）で具現されることができる。ＴＤＭＡは
、ＧＳＭ（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍ
ｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ）／ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ（
登録商標）　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）のような無線技術で具現されることができる。ＯＦＤ



(7) JP 5852100 B2 2016.2.3

10

20

30

40

50

ＭＡは、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、
ＩＥＥＥ８０２－２０、Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ）などのような無線技
術で具現されることができる。ＩＥＥＥ８０２．１６ｍは、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅの進
化であり、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅに基づいているシステムとの後方互換性（ｂａｃｋｗ
ａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）を提供する。
【００２６】
　ＵＴＲＡは、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）の一部である。３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌ
ｕｔｉｏｎ）は、Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　
Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）を使用するＥ－ＵＭＴＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ）の一
部であり、ダウンリンクでＯＦＤＭＡを採用し、アップリンクでＳＣ－ＦＤＭＡを採用す
る。ＬＴＥ－Ａ（Ａｄｖａｎｃｅｄ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥの進化である。
【００２７】
　説明を明確にするために、ＩＥＥＥ８０２．１６ｍを中心に記述するが、本発明の技術
的思想がこれに制限されるものではない。
【００２８】
　図１は、無線通信システムを示すブロック図である。
【００２９】
　無線通信システムは、音声、パケットデータなどのような多様な通信サービスを提供す
るために広く配置される。
【００３０】
　図１を参照すると、無線通信システムは、端末（Ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ；ＭＳ
）１０及び基地局（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ；ＢＳ）２０を含む。端末１０は、固定さ
れたり移動性を有することができ、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ＵＴ（Ｕｓ
ｅｒ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＳＳ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、無線機器
（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＡＭＳ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔ
ａｔｉｏｎ）等、他の用語で呼ばれることもある。
【００３１】
　基地局２０は、一般的に端末１０と通信する固定局（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）を
意味し、ノードＢ（ＮｏｄｅＢ）、ＢＴＳ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ）、アクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）等、他の用語で呼ばれること
もある。一つの基地局２０には一つ以上のセルが存在することができる。
【００３２】
　無線通信システムは、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）／ＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）ベースのシステム
である。
【００３３】
　ＯＦＤＭは、複数の直交副搬送波を用いる。ＯＦＤＭは、ＩＦＦＴ（ｉｎｖｅｒｓｅ　
ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）とＦＦＴ（ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ
　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）との間の直交性特性を用いる。送信機でデータはＩＦＦＴを実行
して送信する。受信機で受信信号に対してＦＦＴを実行して元データを復元する。送信機
は、多重副搬送波を結合するためにＩＦＦＴを使用し、受信機は、多重副搬送波を分離す
るために対応するＦＦＴを使用する。
【００３４】
　また、スロット（ｓｌｏｔ）は最小限の可能なデータ割当ユニットであり、時間とサブ
チャネル（ｓｕｂｃｈａｎｎｅｌ）により定義される。アップリンクで、サブチャネルは
複数のタイル（ｔｉｌｅ）で構成されることができる（ｃｏｎｓｔｒｕｃｔ）。サブチャ
ネルは、６タイルで構成され、アップリンクで、一つのバーストは３ＯＦＤＭシンボルと
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１サブチャネルで構成されることができる。
【００３５】
　ＰＵＳＣ（Ｐａｒｔｉａｌ　Ｕｓａｇｅ　ｏｆ　Ｓｕｂｃｈａｎｎｅｌｓ）順列（ｐｅ
ｒｍｕｔａｔｉｏｎ）において、各タイルは３ＯＦＤＭシンボル上で４隣接する副搬送波
を含むことができる。選択的に、各タイルは３ＯＦＤＭシンボル上で３隣接する副搬送波
を含むことができる。ビン（ｂｉｎ）はＯＦＤＭシンボル上で９隣接する（ｃｏｎｔｉｇ
ｕｏｕｓ）副搬送波を含む。バンド（ｂａｎｄ）はビンの４行（ｒｏｗ）のグループを意
味し、ＡＭＣ（Ａｄａｐｔｉｖｅ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ）サブ
チャネルは同じバンドで６隣接するビンで構成される。
【００３６】
　図２は、無線接続システムにおける端末と基地局の内部ブロック図を示す。
【００３７】
　端末１０は、制御部１１、メモリ１２、及び無線通信（ＲＦ）部１３を含む。
【００３８】
　また、端末は、ディスプレイ部（ｄｉｓｐｌａｙ　ｕｎｉｔ）、ユーザインターフェー
ス部（ｕｓｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｕｎｉｔ）等も含む。
【００３９】
　制御部１１は、提案された機能、過程及び／または方法を具現する。無線インターフェ
ースプロトコルの階層は、制御部１１により具現されることができる。
【００４０】
　メモリ１２は、制御部１１と連結され、無線通信実行のためのプロトコルやパラメータ
を格納する。即ち、端末駆動システム、アプリケーション、及び一般的なファイルを格納
する。
【００４１】
　ＲＦ部１３は、制御部１１と連結され、無線信号を送信及び／または受信する。
【００４２】
　追加的に、ディスプレイ部は、端末の多様な情報をディスプレイし、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕ
ｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅ
ｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅｓ）等、よく知られた要素を使用することができる。ユーザ
インターフェース部は、キーパッドやタッチスクリーンなど、よく知られたユーザインタ
ーフェースの組合わせで行われることができる。
【００４３】
　基地局２０は、制御部２１、メモリ２２、及び無線通信（ＲＦ）部（ｒａｄｉｏ　ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ　ｕｎｉｔ）２３を含む。
【００４４】
　制御部２１は、提案された機能、過程及び／または方法を具現する。
【００４５】
　無線インターフェースプロトコルの階層は、制御部２１により具現されることができる
。
【００４６】
　メモリ２２は、制御部２１と連結され、無線通信実行のためのプロトコルやパラメータ
を格納する。
【００４７】
　ＲＦ部２３は、制御部２１と連結され、無線信号を送信及び／または受信する。
【００４８】
　制御部１１、２１は、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔ
ｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、他のチップセット、論理回路及び／またはデータ処
理装置を含むことができる。メモリ１２、２２は、ＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍ
ｏｒｙ）、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ、
メモリカード、格納媒体及び／または他の格納装置を含むことができる。ＲＦ部１３、２
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３は、無線信号を処理するためのベースバンド回路を含むことができる。実施例がソフト
ウェアで具現される時、前述した技法は前述した機能を遂行するモジュール（過程、機能
など）で具現されることができる。モジュールは、メモリ１２、２２に格納され、制御部
１１、２１により実行されることができる。
【００４９】
　メモリ１２、２２は、制御部１１、２１の内部または外部にあり、よく知られた多様な
手段により制御部１１、２１と連結されることができる。
【００５０】
　図３は、無線通信システムで初期接続（ｉｎｉｔｉａｌ　ａｃｃｅｓｓ）方法を示す流
れ図である。
【００５１】
　図３を参照すると、端末１０は、電源をオンし、初期接続をするために、まず、ダウン
リンクチャネルをスキャンして接続可能な基地局を探索する。この時、端末は、初期にネ
ットワーク地理または構成に対する情報がないため、周辺基地局の周波数をいちいちスキ
ャンする。
【００５２】
　そして、端末１０は、探索された基地局２０からダウンリンクとアップリンクに対する
システム情報を獲得して全てのシステム設定を終えた後（Ｓ３１０）、図３に示すように
、探索された基地局とレンジング手順を実行する。端末は、任意のＣＤＭＡレンジングコ
ードを選択して基地局に送信するコンテンションベース（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ－ｂａｓ
ｅｄ）方法で基地局とレンジングを実行してアップリンクに対する同期合わせをする（Ｓ
３２０）。
【００５３】
　完全に同期合わせをするまで、基地局は、端末が補正しなければならない変数値をレン
ジング応答（ｒａｎｇｉｎｇ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ；以下、ＲＮＧ－ＲＳＰという）メッセ
ージを介して知らせる。変数値を補正する中、レンジング応答メッセージは状態（ｓｔａ
ｔｕｓ）が“ｃｏｎｔｉｎｕｅ”に設定され、変数値補正が終わると、基地局は、状態が
“ｓｕｃｃｅｓｓ”であるレンジング応答メッセージを送信する。
【００５４】
　この時、基地局２０が端末１０に送信するＲＮＧ－ＲＳＰメッセージには端末から受信
したレンジング要求コードに基づいて基地局が計算した端末の電力オフセット情報、タイ
ミングオフセット情報、及びデータ送受信周波数オフセット情報が含まれており、端末は
この情報に基づいて以後基地局へのデータ送信を実行する。
【００５５】
　レンジングコードによるレンジング要求がＲＮＧ－ＲＳＰメッセージにより成功的に遂
行されたことを確認した後、端末は、レンジング要求（Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
；以下、ＲＮＧ－ＲＥＱという）メッセージを基地局に送信し（Ｓ３２１）、基地局はこ
れに対応するＲＮＧ－ＲＳＰメッセージを端末に送信する（Ｓ３２２）。
【００５６】
　基地局からＲＮＧ－ＲＳＰメッセージを受信した端末は、基地局とのデータ送受信のた
めに端末がサポート可能な多様なパラメータ及び認証方式に対する情報を含む端末基本機
能要求（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎ　Ｂａｓｉｃ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ；以下、ＳＢＣ－ＲＥＱという）メッセージを基地局に送信する（Ｓ３３
０）。
【００５７】
　端末からＳＢＣ－ＲＥＱメッセージを受信した基地局は、ＳＢＣ－ＲＥＱメッセージに
含まれる端末がサポートするパラメータ及び認証方式と基地局がサポートするパラメータ
及び認証方式とを比較する。この比較結果、基地局は、基地局とのデータ送受信のために
端末が用いるパラメータ及び認証方式を決定し、このパラメータ及び認証方式を含む端末
基本機能応答（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎ　Ｂａｓｉｃ　Ｃａｐａｂｉｌｉ
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ｔｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ；以下、ＳＢＣ－ＲＳＰという）メッセージを端末に送信する（
Ｓ３４０）。
【００５８】
　端末は、基地局との基本能力交渉（Ｂａｓｉｃ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　ｎｅｇｏｔｉ
ａｔｉｏｎ）の実行を完了し、以後基地局と本格的な認証手順（Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を実行する。即ち、端末と基地局は互いに認証し、認証キ
ー（ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ　ｋｅｙ）を交換する（Ｓ３５０）。
【００５９】
　以後、端末は基地局と登録要求（Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ；ＲＥＧ
－ＲＥＱ）メッセージ及び登録応答（Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ；Ｒ
ＥＧ－ＲＳＰ）メッセージを交換を介して基地局登録手順を実行する（Ｓ３６０、Ｓ３７
０）。
【００６０】
　端末と基地局との登録が行われた後にＩＰ連結（ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）を確立し
、時刻（ｔｉｍｅ　ｏｆ　ｄａｙ）を確立し、その他の動作パラメータを送信する。これ
で、端末と基地局との間の連結がセットアップされる。
【００６１】
　（機器間通信（Ｍ２Ｍ））
　以下、機器間通信（Ｍ２Ｍ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）に対して簡略に説明する。
【００６２】
　機器間（Ｍａｃｈｉｎｅ　ｔｏ　Ｍａｃｈｉｎｅ；Ｍ２Ｍ）通信とは、表現そのまま電
子装置と電子装置との間の通信を意味する。即ち、事物間の通信を意味する。一般的に、
電子装置間の有線或いは無線通信や、人が制御する装置と機械間の通信を意味するが、電
子装置と電子装置との間、即ち、特に機器間無線通信を意味するときに使われる。また、
セルラーネットワークで使われるＭ２Ｍ端末は、一般的な端末より性能や能力が劣る。
【００６３】
　また、Ｍ２Ｍ環境の特徴は、下記の通りである。
１．セル内の多い数の端末
２．少ないデータ量
３．低い送信頻度数
４．制限された数のデータ特性
５．時間遅延に敏感でない
　セル内には多い端末が存在し、端末は、端末のｔｙｐｅ、ｃｌａｓｓ、ｓｅｒｖｉｃｅ
　ｔｙｐｅなどによって区分されることができる。特に、ｍａｃｈｉｎｅ　ｔｏ　ｍａｃ
ｈｉｎｅ（Ｍ２Ｍ）ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（或いは、ｍａｃｈｉｎｅ　ｔｙｐｅ　
ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（ＭＴＣ））が考慮される場合、全体的な端末の数は急激に
増加することができる。Ｍ２Ｍ端末は、サポートするｓｅｒｖｉｃｅによって、次のよう
な特性を有することができる。
１．間欠的にデータを送信する。この時、周期性を有することもできる。
２．Ｌｏｗ　ｍｏｂｉｌｉｔｙを有したり固定されている。
３．信号送信でのｌａｔｅｎｃｙに一般的に敏感でない
　前記の特性を有するセル内の多いＭ２Ｍ端末は、相互間にｍｕｌｔｉ－ｈｏｐ構成を用
いたり階層的構造を用い、端末間に或いは基地局に信号を送信したり、送信を受けること
ができる。
【００６４】
　即ち、基地局から信号の送信を受けて他の階層或いは下位に存在するＭ２Ｍ端末にｄａ
ｔａを送信したり、他のＭ２Ｍ端末から信号の送信を受けて他のＭ２Ｍ端末や基地局に信
号を送信することができる。または、リレイでない端末間に直接通信を実行することもで
きる。
【００６５】
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　このような包括的な意味のＭ２Ｍ端末間信号送信のために、各々のＭ２Ｍ端末は互いに
上／下位の構造形態に連結されて信号を送信することができる。（端末間直接通信の場合
は、上／下位概念がないこともあるが、上／下位概念を同じに適用して説明することも可
能である）。
【００６６】
　一例に、ダウンリンク送信の観点で、基地局が送信した信号をＭＳ　１が受信してこれ
をＭＳ　２に送信する。そして、この時、ＭＳ　１は、ＭＳ　２だけでなく、下位の他の
端末ＭＳにも信号を送信することができる。ここで、ＭＳ　２は、ＭＳ　１の下位にある
端末を意味する。
【００６７】
　ＭＳ　１から信号を受信したＭＳ　２は、受信した信号を下位のＭＳに送信し、このよ
うな方法でＭＳ　Ｎまで送信する。ここで、ＭＳ　２とＭＳ　Ｎとの間には多い端末がｍ
ｕｌｔｉ－ｈｏｐの形態或いは階層的に連結されている。
【００６８】
　他の一例に、アップリンク送信の観点で、Ｍ２Ｍ端末間の信号送信のために、次のよう
に信号を送信することができる。下位に位置するＭ２Ｍ端末は、上位のＭ２Ｍ端末を用い
て他のＭ２Ｍ端末或いは基地局に信号を送信することができる。
【００６９】
　Ｍ２Ｍシステムで使われる用語を整理すると、下記の通りである。
【００７０】
　（１）Ｍａｃｈｉｎｅ－ｔｏ－Ｍａｃｈｉｎｅ（Ｍ２Ｍ）通信：基地局を介してユーザ
装置間、または基地局を介してコアネットワーク内のサーバと装置との間で人の関与無し
に実行されることができる情報交換を意味する。
【００７１】
　　（２）Ｍ２Ｍ　ＡＳＮ：Ｍ２Ｍサービスをサポートすることができるアクセスサービ
スネットワークを意味する。
【００７２】
　（３）Ｍ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃｅ：Ｍ２Ｍ機能を有する（またはサポートする）端末を意味
する。
【００７３】
　（４）Ｍ２Ｍ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ：Ｍ２Ｍサービスの消費者を意味する。
【００７４】
　（５）Ｍ２Ｍ　Ｓｅｒｖｅｒ：Ｍ２Ｍ装置と通信することができるエンティティを意味
する。Ｍ２Ｍサーバは、Ｍ２Ｍ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒにより接続されることができるイ
ンターフェースを提供する。
【００７５】
　（６）Ｍ２Ｍ　ｆｅａｔｕｒｅ：Ｍ２Ｍ　ＡＳＮによりサポートされるＭ２Ｍアプリケ
ーションの独特の特性を意味する。一つ以上の特徴は、アプリケーションをサポートする
ために必要である。
【００７６】
　（７）Ｍ２Ｍグループ：共通及び／または同じＭ２Ｍ　ｓｕｂｃｒｉｂｅｒを含む、即
ち、一つ以上の特徴を共有するＭ２Ｍ端末のグループを意味する。
【００７７】
　以下、本発明で提案する無線接続システムにおいて、Ｍ２Ｍ端末にＳＴＩＤ（Ｓｔａｔ
ｉｏｎ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を割り当てる方法、割り当てられたＳＴＩＤを管理、及
び割り当てられたＳＴＩＤを用いて端末にリソースを割り当てる方法に対して図面を参照
して説明する。
【００７８】
　以下、８０２．１６（特に、１６ｍ）システムを例示して説明するか、本発明で提案す
る方法が８０２．１６ｍシステムでのみ限定されるものではなく、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａな
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どのようなシステムでも使われることができることは当然である。
【００７９】
　（Ｍ２ＭグループＩＤ（ＭＧＩＤ）及びＭ２Ｍ端末（または装置）ＩＤ（ＭＤＩＤ）定
義）
　機器間（Ｍ２Ｍ）通信をサポートするシステムにおいて、Ｍ２Ｍ端末（Ｍ２Ｍ　ｄｅｖ
ｉｃｅ）に各Ｍ２Ｍ端末が属するＭ２Ｍグループ（Ｍ２Ｍ　ｇｒｏｕｐ）を示す第１の識
別子及び前記Ｍ２Ｍグループに属するＭ２Ｍ端末を区別するための第２の識別子を割り当
てる。
【００８０】
　ここで、第１の識別子は、セル内で各々のＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐを区別するために使われ
る識別子を意味し、第２の識別子は、Ｍ２Ｍ　ｄｅｖｉｃｅが属するグループで各Ｍ２Ｍ
　ｄｅｖｉｃｅを区別するために使われる識別子を意味する。即ち、第１の識別子はＭ２
Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤで表現され、第２の識別子はＭ２Ｍ　ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤで表現さ
れることができる。
【００８１】
　また、第１の識別子は、第１のＭ２Ｍ端末ＩＤ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｍ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃ
ｅ　ＩＤ）として使われ、第２の識別子は、第２のＭ２Ｍ端末ＩＤ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ
　Ｍ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤ）として使われることもできる。
【００８２】
　以下、便宜上、第１の識別子をＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤとして使用し、第２の識別子
をＭ２Ｍ　ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤとして使用する。
【００８３】
　即ち、Ｍ２Ｍ端末は、初期ネットワーク進入（ｉｎｉｔｉａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎ
ｔｒｙ）実行時、機器間通信サポートシステムから基地局との通信で使用するＭ２Ｍ　Ｇ
ｒｏｕｐ　ＩＤ及びＭ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤの割当を受ける。ここで、前記機器間通
信サポートシステムは、基地局またはネットワークに連結されたネットワークエンティテ
ィ（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎｔｉｔｙ）を意味し、前記ネットワークエンティティは一例に
過ぎず、Ｍ２Ｍサーバであってもよい。
【００８４】
　図４は、本発明の一実施例に係るＭ２Ｍ端末に割り当てられるＭ２Ｍグループ識別子（
Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ）及びＭ２Ｍ端末識別子（Ｍ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤ）の関
係を示す一例である。
【００８５】
　図４を参照すると、Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ（ＭＧＩＤ）が１からＮまで割り当てら
れた。各Ｍ２Ｍグループには前記グループに属する各Ｍ２Ｍ端末のＭ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃｅ
　ＩＤ（ＭＤＩＤ）が含まれている。即ち、図４に示すように、ＭＧＩＤ　１はＭＤＩＤ
　１～ＡまでＡ個のＭＤＩＤが割り当てられ、．．．、ＭＧＩＤ　ＮはＭＤＩＤ　１～Ｚ
までＺ個のＭＤＩＤが割り当てられた。ここで、互いに異なるＭ２Ｍグループに属するＭ
２Ｍ端末のＩＤは互いに同じである。
【００８６】
　以下、Ｍ２Ｍ端末に対するＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ及びＭ２Ｍ　ｄｅｖｉｃｅ　Ｉの
Ｄ割当方法に対して具体的に説明する。
【００８７】
　図５は、本発明の一実施例に係るＭ２Ｍ端末が初期ネットワーク進入（ｉｎｉｔｉａｌ
　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎｔｒｙ）過程を介してＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ及びＭ２Ｍ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ　ＩＤの割当を受けることを示す。
【００８８】
　Ｓ５１０～Ｓ５２０（Ｓ５２１、Ｓ５２２）、Ｓ５４０～Ｓ５６０は、Ｓ３１０～Ｓ３
２０（Ｓ３２１、Ｓ３２２）、Ｓ３４０～Ｓ３６０ステップと同様であるため、同じ部分
に対する説明は省略し、相違部分に対してのみ説明する。
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【００８９】
　図５を参照すると、初期ネットワーク進入上で端末と基地局との間の基本能力交渉過程
中、端末は、Ｍ２Ｍ端末または機器間通信をサポートする能力を有していることを知らせ
る情報を含むＳＢＣ－ＲＥＱメッセージを基地局に送信する（Ｓ５３０）。
【００９０】
　一例に、端末は、ＳＢＣ－ＲＥＱメッセージ内のＭ２Ｍ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙフィー
ルドを‘１’に設定して基地局に送信する。
【００９１】
　端末からＭ２Ｍ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙフィールドが‘１’に設定（Ｍ２Ｍ端末である
ことを示す）されているＳＢＣ－ＲＥＱメッセージを受信した基地局は、前記端末がＭ２
Ｍ端末であることを知って、前記端末にＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ及びＭ２Ｍ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ　ＩＤを割り当てる。
【００９２】
　ここで、基地局は、レンジング応答メッセージ（ＡＡＩ＿ＲＥＧ－ＲＳＰ）にＭ２Ｍ　
Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ及び該当グループの各端末に割り当てられるＭ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉ
Ｄを含ませ、端末に機器間通信サポート（Ｍ２Ｍ）のための識別子（ＩＤ）を割り当てる
（Ｓ５７０）。
【００９３】
　即ち、図５に示すように、基地局は端末から送信される基本能力交渉要求（ＡＡＩ＿Ｓ
ＢＣ－ＲＥＱ）メッセージに含まれたＭ２Ｍ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙフィールドを介して
該当フィールドが‘１’（Ｍ２Ｍ端末）に設定されているため、該当端末がＭ２Ｍ　ｄｅ
ｖｉｃｅということを知って、ＲＥＧ－ＲＳＰメッセージを介して該当端末にＭ２Ｍ　Ｇ
ｒｏｕｐ　ＩＤとＭ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤを割り当てる。
【００９４】
　図６は、本発明の他の実施例に係るＭ２Ｍ端末が初期ネットワーク進入（ｉｎｉｔｉａ
ｌ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎｔｒｙ）過程を介してＭ２Ｍグループ識別子（Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏ
ｕｐ　ＩＤ）及びＭ２Ｍ端末識別子（Ｍ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤ）の割当を受けること
を示す。
【００９５】
　図６は、Ｓ６６０ステップのみ除いて図５と同様であるため、同じ部分に対する説明は
省略し、相違部分に対してのみ説明する。
【００９６】
　図６は、初期ネットワーク進入上で端末と基地局との間の登録手順を介して、端末は、
Ｍ２Ｍ端末または機器間通信をサポートする能力を有していることを基地局に知らせる。
【００９７】
　即ち、端末は、Ｍ２Ｍ端末またはＭ２Ｍをサポートする能力を有していることを示す情
報（一例に、Ｍ２Ｍ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙフィールド）を含むＲＥＧ－ＲＥＱメッセー
ジを基地局に送信する（Ｓ６６０）。
【００９８】
　端末からＭ２Ｍ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙフィールドが‘１’に設定（Ｍ２Ｍ端末である
ことを示す）されているＲＥＧ－ＲＥＱメッセージを受信した基地局は、前記端末がＭ２
Ｍ端末であることを知って、前記端末にＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ及びＭ２Ｍ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ　ＩＤを割り当てる。この場合、基地局は、必要な場合にのみ前記Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕ
ｐ　ＩＤ及びＭ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤを端末に割り当てることができる。
【００９９】
　図７は、本発明の他の実施例に係るＭ２Ｍ端末が初期ネットワーク進入（ｉｎｉｔｉａ
ｌ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎｔｒｙ）過程を介してＭ２Ｍグループ識別子（Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏ
ｕｐ　ＩＤ）及びＭ２Ｍ端末識別子（Ｍ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤ）の割当を受けること
を示す。
【０１００】
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　初期レンジング過程部分Ｓ７２０のみを除いて図５の手順と同様であるため、相違部分
がある初期レンジング過程に対してのみ説明する。
【０１０１】
　図７を参照すると、基地局はＭ２Ｍ　ｄｅｖｉｃｅが使用する初期レンジングコード部
分（ｉｎｉｔｉａｌ　ｒａｎｇｉｎｇ　ｃｏｄｅ　ｐａｒｔｉｔｉｏｎ）情報セット（ｓ
ｅｔ）を別にＭ２Ｍ端末に割り当てることができる。
【０１０２】
　基地局は、前記初期レンジングコード部分（ｉｎｉｔｉａｌ　ｒａｎｇｉｎｇ　ｃｏｄ
ｅ　ｐａｒｔｉｔｉｏｎ）情報をセコンダリスーパーフレームヘッダ（Ｓｅｃｏｎｄａｒ
ｙ　Ｓｕｐｅｒ　Ｆｒａｍｅ　Ｈｅａｄｅｒ；Ｓ－ＳＦＨ）を介してＭ２Ｍ端末に送信す
ることができる。ここで、前記Ｓ－ＳＦＨは、既存に存在したＳ－ＳＦＨ、或いは新しい
Ｓ－ＳＦＨである。
【０１０３】
　基地局からＳ－ＳＦＨを受けたＭ２Ｍ端末は、初期レンジング（ｉｎｉｔｉａｌ　ｒａ
ｎｇｉｎｇ）時、Ｍ２Ｍ用初期レンジングコード（ｉｎｉｔｉａｌ　ｒａｎｇｉｎｇ　ｃ
ｏｄｅ）を基地局に送信する（Ｓ７２０）。
【０１０４】
　基地局が端末からＭ２Ｍ用ｉｎｉｔｉａｌ　ｒａｎｇｉｎｇ　ｃｏｄｅを受けると、該
当端末がＭ２Ｍ　ｄｅｖｉｃｅであることを知って、前記端末にＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　Ｉ
Ｄ及びＭ２Ｍ　ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤをＲＥＧ－ＲＳＰメッセージに含ませて送信する（Ｓ
７７０）。
【０１０５】
　図８は、本発明の他の実施例に係るＭ２Ｍ端末が初期ネットワーク進入（ｉｎｉｔｉａ
ｌ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎｔｒｙ）過程を介してＭ２Ｍグループ識別子（Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏ
ｕｐ　ＩＤ）及びＭ２Ｍ端末識別子（Ｍ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤ）の割当を受けること
を示す。
【０１０６】
　初期レンジング過程部分Ｓ８２０のみを除いて図５の手順と同様であるため、相違部分
がある初期レンジング過程に対してのみ説明する。
【０１０７】
　図８を参照すると、時間に敏感な（ｔｉｍｅ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ）Ｍ２Ｍ端末（即ち
、ｅｎｈａｎｃｅｄ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｉｏｒｉｔｙを有する端末）のために、基地局
は前記端末に、専用レンジングコード（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｒａｎｇｉｎｇ　ｃｏｄｅ
）または専用レンジング領域（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｒａｎｇｉｎｇ　ｒｅｇｉｏｎ）を
割り当てる。
【０１０８】
　ここで、基地局は、時間に敏感でない（ｔｉｍｅ－ｔｏｌｅｒａｎｔ）Ｍ２Ｍ端末のた
めには、既存のレンジングコード（ｒａｎｇｉｎｇ　ｃｏｄｅ）のように制限された共有
レンジングコード（ｌｉｍｉｔｅｄ　ｓｈａｒｅｄ　ｒａｎｇｉｎｇ　ｃｏｄｅ）または
共有レンジングリソース（ｓｈａｒｅｄ　ｒａｎｇｉｎｇ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ）を割り当
てることができる。
【０１０９】
　端末から前記専用レンジングコードまたは前記専用レンジング領域を介してレンジング
コードを受ける場合（Ｓ８２０）、基地局は、前記端末が高い優先順位（ｈｉｇｈ　ｐｒ
ｉｏｒｉｔｙ）を有するＭ２Ｍ端末であると判断する。
【０１１０】
　基地局は、Ｍ２Ｍ　ｄｅｖｉｃｅが使用するｒａｎｇｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌを一般端
末が送信するｒａｎｇｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌと異なる領域を割り当てることができる。
【０１１１】
　従って、基地局が端末からＭ２Ｍ　ｄｅｖｉｃｅのためのレンジングチャネルを介して
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がＭ２Ｍ　ｄｅｖｉｃｅであると判断する。
【０１１２】
　即ち、前記端末にＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ及びＭ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤを割り当
てる必要があると判断される場合、基地局は、Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ及びＭ２Ｍ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ　ＩＤをＲＥＧ－ＲＳＰメッセージに含ませて端末に送信する（Ｓ８７０）。
【０１１３】
　（Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ割当及びマスキング（ｍａｓｋｉｎｇ）方法）
　以下、本発明で提案するＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ割当及びマスキング（ｍａｓｋｉｎ
ｇ）方法に対して具体的に説明する。
【０１１４】
　まず、ＣＲＣマスク（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ　Ｍａｓｋ）
に対し簡略に説明する。
【０１１５】
　１６ビットのＣＲＣは、割当Ａ－ＭＡＰ　ＩＥの任意化された（ｒａｎｄｏｍｉｚｅｄ
）コンテンツに基づいて生成され、ビット単位に処理される（ｂｉｔｗｉｓｅ）ＸＯＲ演
算を使用する１６ビットＣＲＣマスクによりマスクされる。ここで、１６ビットマスクさ
れたＣＲＣは、１ビットのマスキングプレフィックス（ｍａｓｋｉｎｇ　ｐｒｅｆｉｘ）
、３ビットのメッセージタイプ指示子（ｍｅｓｓａｇｅ　ｔｙｐｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
）、及び１２ビットマスキングコード（ｍａｓｋｉｎｇ　ｃｏｄｅ）で構成される。
【０１１６】
　（第１の方法）
　第１の方法は、マスキングプレフィックス‘０×０’及びメッセージタイプ指示子が‘
００１’の時、１２ビットのマスキングコードをＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤで割り当てる
方法であり、下記１及び２の二つの場合を提案する。
【０１１７】
　１．（１）１２ビットのマスキングコード値６５番目以後のＳＴＩＤをＭ２Ｍ　Ｇｒｏ
ｕｐ　ＩＤで割り当てる。
【０１１８】
　下記表１に示すように、メッセージタイプ指示子（Ｔｙｐｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）が
‘００１’に設定された場合、０～６４番に該当するＳＴＩＤは、Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　
ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ａ－ＭＡＰ　ＩＥ、ＢＲ－ＡＣＫ　Ａ－ＭＡＰ　ＩＥ、ＧＲＡ　
Ａ－ＭＡＰ　ＩＥのための用途に割り当てられている。
【０１１９】
　即ち、０～６４番ＳＴＩＤは、ｈｕｍａｎ－ｔｏ－ｈｕｍａｎ通信で使われる一般的な
端末のために使われる。
【０１２０】
　従って、６６番目（即ち、ＳＴＩＤ６５番）～２１２番目（ＳＴＩＤ２１１）までのＩ
Ｄは使われていないため、６６～２１２番目に該当するＳＴＩＤを下記表１のようにＭ２
Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤで端末に割り当てる。
【０１２１】
　下記表１は、本発明の一実施例に係るメッセージタイプ指示子が‘００１’である場合
のマスキングコードを示す一例である。
【０１２２】
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【表１】

　前記表１を参照すると、端末は、マスキングプレフィックス（Ｍａｓｋｉｎｇ　ｐｒｅ
ｆｉｘ）が‘０ｂ０’であり、タイプ指示子（Ｔｙｐｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）が‘００
１’の時、残りの１２ビットマスキングコード値が６５から一定ｒａｎｇｅ（表１では‘
Ａ’で表示）まで値を有する場合、該当ＳＴＩＤをＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤであると判
断する。
【０１２３】
　（２）１２ビットのマスキングコード値１２９番目以後のＳＴＩＤをＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕ
ｐ　ＩＤで割り当てる。
【０１２４】
　下記表２に示すように、メッセージタイプ指示子（Ｔｙｐｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）が
‘００１’に設定された場合、０～１２８番に該当するＳＴＩＤは、Ｂｒｏａｄｃａｓｔ
　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ａ－ＭＡＰ　ＩＥ、ＢＲ－ＡＣＫ　Ａ－ＭＡＰ　ＩＥ、ＧＲＡ
　Ａ－ＭＡＰ　ＩＥのための用途に割り当てられている。
【０１２５】
　即ち、０～１２８番ＳＴＩＤは、ｈｕｍａｎ－ｔｏ－ｈｕｍａｎ通信で使われる一般的
な端末のために使われる。
【０１２６】
　従って、１３０番目（即ち、ＳＴＩＤ１２９番）～４０９６番目（ＳＴＩＤ４０９５）
までのＩＤは使われていないため、１３０～４０９６番目に該当するＳＴＩＤを下記表２
のようにＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤで端末に割り当てる。
【０１２７】

【表２】

　２．（１）１２ビットマスキングコード値６５～４０９５のうち一部領域をＭ２Ｍ　Ｇ
ｒｏｕｐ　ＩＤで割り当てる。
【０１２８】
　前記２．（１）の方法の一例に、下記のようにＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤを割り当てる
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ことができる。
【０１２９】
　１）Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ　１：６５～ａ（６５＋Ｎ）（全体Ｎ個のＭ２Ｍ　Ｄｅ
ｖｉｃｅ　ＩＤで構成）
　２）Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ　２：ａ～ｂ（ａ＋Ｎ）（全体Ｎ個のＭ２Ｍ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ　ＩＤで構成）
　…
　３）Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ　Ｙ：ｙ～ｚ（ｙ＋Ｎ）（全体Ｎ個のＭ２Ｍ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ　ＩＤで構成）
　前記２．（１）でＮ＝３２の場合、Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤは、下記のように割り当
てられる。
【０１３０】
　１）Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ　１：６５～９７（全体３２個）
　２）Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ　２：９７～１２９（全体３２個）
　…
　３）Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ　Ｙ：Ｙ～Ｙ＋３２（全体３２個）
　（２）１２ビットマスキングコード値１２９～４０９５のうち一部領域をＭ２Ｍ　Ｇｒ
ｏｕｐ　ＩＤで割り当てる。
【０１３１】
　前記２．（２）の方法の一例に、下記のようにＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤを割り当てる
ことができる。
【０１３２】
　１）Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ　１：１２９～ａ（１２９＋Ｎ）（全体Ｎ個のＭ２Ｍ　
Ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤで構成）
　２）Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ　２：ａ～ｂ（ａ＋Ｎ）（全体Ｎ個のＭ２Ｍ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ　ＩＤで構成）
　…
　３）Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ　Ｙ：ｙ～ｚ（ｙ＋Ｎ）（全体Ｎ個のＭ２Ｍ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ　ＩＤで構成）
　前記２．（２）でＮ＝３２の場合、Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤは、下記のように割り当
てられる。
【０１３３】
　１）Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ　１：１２９～１６１（全体３２個）
　２）Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ　２：１６１～１９３（全体３２個）
　…
　３）Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ　Ｙ：Ｙ～Ｙ＋３２（全体３２個）
　ここで、各Ｍ２Ｍグループに含まれるＭ２Ｍ端末の個数を示す値であるＮ値は、システ
ム情報伝達信号またはメッセージを介してＭ２Ｍ端末に送信されることができる。
【０１３４】
　前記システム情報伝達信号またはメッセージは、スーパーフレームヘッダ（Ｓｕｐｅｒ
　ｆｒａｍｅ　ｈｅａｄｅｒ）、ＳＣＤ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　
Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ）メッセージまたはＭ２Ｍ構成ブロードキャスト（Ｍ２Ｍ　Ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ）メッセージである。
【０１３５】
　また、前記Ｎ値だけでなく、Ｍ２Ｍサポートシステムでいくつかのグループを有してい
るかに対する情報も前記システム情報伝達信号またはメッセージを介してＭ２Ｍ端末に送
信されることができる。
【０１３６】
　従って、端末は、基地局から送信されるシステム情報伝達信号またはメッセージを介し
て前記Ｎ値とＭ２Ｍグループ個数情報を受け、端末は、前記Ｍ２Ｍグループがどんな１２
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ｂｉｔｓ　ＩＤで構成されているかを知ることができる。
【０１３７】
　ここで、Ｍ２ＭグループＩＤを定める方法は、下記のように変形されることもできる。
一例に、Ｍ２Ｍ各グループで一番最初（または一番最後）のＩＤを該当Ｍ２Ｍ　ｇｒｏｕ
ｐのＩＤに決定し、残りをＭ２Ｍグループに属するＭ２Ｍ　ｄｅｖｉｃｅのＩＤに決定す
ることができる。
【０１３８】
　この時、Ｍ２Ｍ　ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤの長さはＬビットであり、前記Ｌ値は、下記数式
１を用いて決定されることができる。
【０１３９】
【数１】

　前記数式１で
【０１４０】
【数２】

はｃｅｉｌｉｎｇ関数を示す。即ち、
 
【０１４１】
【数３】

内の値より大きい自然数のうち一番小さい自然数を示す。
 

 
【０１４２】
　（第２の方法）
　第２の方法は、マスキングプレフィックスが‘０×０’の時、使われないタイプ指示子
を用いてＭ２Ｍ　ｇｒｏｕｐＩＤを割り当てる方法であり、下記１及び２の二つの場合を
提案する。
【０１４３】
　１．使われないタイプ指示子０１１～１１１を用いてＭ２Ｍ　ｇｒｏｕｐ　ＩＤを割り
当てる。
【０１４４】
　即ち、前記１の方法はマスキングプレフィックスが‘０×０’の時、タイプ指示子０１
１～１１１のうちいずれか一つをＭ２Ｍ　ｇｒｏｕｐ　ＩＤのために使用する。
【０１４５】
　例えば、基地局は、タイプ指示子（Ｔｙｐｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）‘０１１’をＭ２
Ｍ　ｇｒｏｕｐ　ＩＤのために割り当てることができる。この場合、端末は、マスキング
プレフィックスが‘０×０’、タイプ指示子が‘０１１’の場合、１２ビットの全てのマ
スキングコードは、Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤに該当することを知ることができる。
【０１４６】
　下記表３は、本発明の一実施例に係るマスキングプレフィックスが‘０×０’及びタイ
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プ指示子が‘０１１’である場合、１２ビットのマスキングコードを示す一例である。
【０１４７】
【表３】

　前記表３を参照すると、端末が基地局からＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤの割当を受けると
、前記端末は、Ｍａｓｋｉｎｇ　ｐｒｅｆｉｘを‘０×０’、Ｔｙｐｅ　Ｉｎｄｉｃａｔ
ｏｒを‘０１１’に設定し、前記基地局から割当を受けたＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤを用
いてＡ－ＭＡＰ　ＩＥをデコーディングする過程を実行する。
【０１４８】
　他の方法に、０ｂ０１１～０ｂ１１１までを下記表４のようにＭＧＩＤで割り当てるこ
とができる。
【０１４９】
【表４】

　２．タイプ指示子（Ｔｙｐｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）が０ｂ０１０～０ｂ１１１を有す
る領域に位置する１２ビットマスキングコードをＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤで割り当てる
。
【０１５０】
　ここで、Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤを割り当てる方法は前記第１の方法の２．と類似す
る。
【０１５１】
　即ち、前記第１の方法の２．と同様に、Ｍ２ＭグループにいくつかのＭ２Ｍ端末を収容
ることができるかに対する情報及びシステムでいくつかのグループを有しているかに対す
る情報をシステム情報伝達信号またはメッセージを介してＭ２Ｍ端末に送信する。
【０１５２】
　基地局から前記グループ関連情報を含むシステム情報伝達信号またはメッセージを受信
したＭ２Ｍ端末は、システムでサポートするＭ２Ｍグループに対する情報を知ることがで
きる。
【０１５３】
　従って、端末は、基地局と登録手順過程を介して基地局からＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ
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の割当を受ける。端末は、割当を受けたＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤに対するＴｙｐｅ　ｉ
ｎｄｉｃａｔｏｒ値を確認した後、前記Ｔｙｐｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒと割当を受けたＭ
２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤを用いてＡ－ＭＡＰ　ＩＥデコーディング時、ＣＲＣマスキング
を実行する。このような過程を介して端末はＡ－ＭＡＰ　ＩＥを読み取るようになる。
【０１５４】
　即ち、基地局は、マスキングプレフィックスを‘０ｂ０’、タイプ指示子０ｂ０１～０
ｂ１１１のうちいずれか一つの値及び１２ビットのＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ、即ち、総
１６ビットをＣＲＣにマスキングすることによって、端末にＭ２Ｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤを
割り当てる。
【０１５５】
　ここで、Ｍ２Ｍ　ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤの長さはＬビットであり、前記Ｌ値は前記数式１
を介して決定される。
【０１５６】
　以下、Ｍ２Ｍグループに属しているＭ２Ｍ端末に対してイベントトリガ条件を満たした
り特定時点に特定Ｍ２Ｍ端末に対してのみユニキャストリソースを割り当てる方法に対し
て説明する。
【０１５７】
　まず、基地局は、一例に、ダウンリンク及びアップリンクのＭ２Ｍユニキャスト割当マ
ップ情報要素（ＤＬ／ＵＬ　Ｍ２Ｍ　ｕｎｉｃａｓｔ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａ－ＭＡ
Ｐ　ＩＥ）を介して、前記イベントトリガ条件または特定時点を満たす場合、特定Ｍ２Ｍ
　ｄｅｖｉｃｅにユニキャストリソースを割り当てることができる。
【０１５８】
　この場合、前記Ｍ２Ｍユニキャスト割当マップ情報要素のＣＲＣは、Ｍ２Ｍ　Ｇｒｏｕ
ｐ　ＩＤでマスキングされ、前記Ｍ２Ｍユニキャスト割当マップ情報要素は、前記Ｍ２Ｍ
グループに属する端末を示すＭ２Ｍ端末ＩＤ（Ｍ２Ｍ　Ｄｅｖｉｃｅ　ＩＤ）を含む。
【０１５９】
　下記表５は、本発明の一実施例に係るＤＬ／ＵＬ　Ｍ２Ｍ　ｕｎｉｃａｓｔ　ａｌｌｏ
ｃａｔｉｏｎ　Ａ－ＭＡＰ　ＩＥフォーマットの一例を示す。
【０１６０】
【表５】
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