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(57)【要約】
グループベースのマシンツーマシン(Ｍ２Ｍ)通信を実行
する方法と装置を提供する。マシンタイプ通信(ＭＴＣ)
ワイヤレス送信/受信ユニット(ＷＴＲＵ)はＭ２Ｍグル
ープ内で動作できる。１グループのＭＴＣ　ＷＴＲＵが
グループとして集合的にページングされ得る。ＭＴＣ　
ＷＴＲＵは、該ＭＴＣ　ＷＴＲＵに関連する個別の国際
移動電話加入者識別番号(ＩＭＳＩ)と該ＭＴＣ　ＷＴＲ
Ｕが属するＭＴＣグループに関連するグループベースの
ＩＭＳＩを記憶できる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵは１つまたは
両方のＩＭＳＩを使用してページングメッセージを受信
する。ＭＴＣ　ＷＴＲＵがページングメッセージを受信
するとき、ＭＴＣ　ＷＴＲＵは該ページングメッセージ
に含まれる受信者ＩＭＳＩを個別のＩＭＳＩ及びグルー
プベースのＩＭＳＩと比較できる。該受信者ＩＭＳＩが
該個別のＩＭＳＩ及び該グループベースのＩＭＳＩと一
致する場合、ＭＴＣ　ＷＴＲＵは、続けて該ページング
メッセージを処理できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グループベースのマシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）通信を実行する方法であって、
　受信者国際移動電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ）を含むページングメッセージを受信す
るステップと、
　前記受信者ＩＭＳＩをマシンタイプ通信（ＭＴＣ）ワイヤレス送信および受信ユニット
（ＷＴＲＵ）に関連する第１のＩＭＳＩおよび第２のＩＭＳＩと比較するステップと、
　前記受信者ＩＭＳＩが前記第１のＩＭＳＩおよび前記第２のＩＭＳＩのうちの少なくと
も１つと一致するときに、前記ページングメッセージを処理するステップと
　を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１のＩＭＳＩは前記ＷＴＲＵに関連する個別のＩＭＳＩを有し、前記第２のＩＭ
ＳＩは複数のＭＴＣ　ＷＴＲＵを有するＭＴＣグループに関連するグループベースのＩＭ
ＳＩを有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ページング機会を前記グループベースのＩＭＳＩに基づいて判断するステップをさらに
有することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ページングメッセージは前記複数のＭＴＣ　ＷＴＲＵがデータを送信するための期
間を有し、
　前記期間内の前記ＷＴＲＵに関連する送信時間を示す値をランダムに選択するステップ
と、
　データを前記送信時間中に送信するステップと
　をさらに有することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ページングメッセージは前記複数のＭＴＣ　ＷＴＲＵがデータを送信するための期
間を有し、前記期間は複数のサブタイム期間を有し、
　サブタイム期間をランダムに選択するステップと、
　データを前記サブタイム期間中に送信するステップと
　を有することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記ページングメッセージは前記複数のＭＴＣ　ＷＴＲＵが前記ページングメッセージ
に応答するための期間を有し、
　０と１の間のランダムな値を選択するステップと、
　前記ランダムな値を永続値と比較するステップと、
　前記ページングメッセージに応答するかどうかを、該比較の結果に基づいて判断するス
テップと
　をさらに有することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　事前に判定された期間を待つステップと、
　０と１の間の第２のランダムな値を選択するステップと、
　前記第２のランダムな値を前記永続値と比較するステップと、
　前記ページングメッセージに応答するかどうかを、該比較の結果に基づいて判断するス
テップと
　をさらに有することを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　グループベースのマシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）通信を実行する方法であって、
　受信者国際移動電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ）範囲を含むページを受信するステップ
と、
　マシンタイプ通信（ＭＴＣ）ワイヤレス送信および受信ユニット（ＷＴＲＵ）に関連す
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るＩＭＳＩを前記受信者ＩＭＳＩ範囲と比較するステップと、
　前記ＩＭＳＩが前記受信者ＩＭＳＩ範囲内にあるときに、前記ページを処理するステッ
プと
　を有することを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記受信者ＩＭＳＩ範囲は開始ＩＭＳＩおよび終了ＩＭＳＩを有することを特徴とする
請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記受信者ＩＭＳＩ範囲は複数のＭＴＣ　ＷＴＲＵを有するＭＴＣグループに対応する
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記受信者ＩＭＳＩ範囲内のＩＭＳＩに基づいて前記ＭＴＣグループに関連するページ
ング機会を判断するステップ
　をさらに有することを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記受信者ＩＭＳＩ範囲内の中間のＩＭＳＩに基づいて前記ＭＴＣグループに関連する
ページング機会を判断するステップをさらに有することを特徴とする請求項１０に記載の
方法。
【請求項１３】
　グループベースのマシンツーマシン通信を実行するように構成されたマシンタイプ通信
（ＭＴＣ）ワイヤレス送信および受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、複数のＭＴＣ　Ｗ
ＴＲＵを有するＭＴＣグループの部分であるＷＴＲＵにおいて、
　個別の国際移動電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ）を記憶し、および、
　グループベースのＩＭＳＩを記憶する
　ように構成されたメモリと、
　受信者ＩＭＳＩを含むページングメッセージを受信するように構成されたトランシーバ
と、
　前記受信者ＩＭＳＩを前記個別のＩＭＳＩおよび前記グループベースのＩＭＳＩと比較
し、および、
　前記ページングメッセージを、前記受信者ＩＭＳＩが前記個別のＩＭＳＩおよび前記グ
ループベースのＩＭＳＩのうちの少なくとも１つと一致するときに、処理する
　ように構成されたプロセッサと
　を備えることを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項１４】
　前記プロセッサはさらに、ページング機会を前記グループベースのＩＭＳＩに基づいて
判断するように構成されることを特徴とする請求項１３に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１５】
　前記ページングメッセージは前記複数のＭＴＣ　ＷＴＲＵがデータを送信するための期
間を有し、前記プロセッサはさらに、
　ランダムな値を選択し、
　前記期間内の前記ＷＴＲＵに関連するサブタイム期間を前記ランダムな値に基づいて判
定するように構成され、
　前記トランシーバはさらに、データを前記サブタイム期間中に送信するように構成され
る
　ことを特徴とする請求項１３に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１６】
　前記ページングメッセージは前記複数のＭＴＣ　ＷＴＲＵがページングメッセージに応
答するための期間を有し、前記期間は複数のサブタイム期間を有し、並びに、前記プロセ
ッサはさらに、ランダムにサブタイム期間を選択するように構成され、および、前記トラ
ンシーバはさらに、前記サブタイム期間中に前記ページングメッセージに応答するように
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構成されることを特徴とする請求項１５に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１７】
　前記ページングメッセージは前記複数のＭＴＣ　ＷＴＲＵがデータを送信するための期
間を有し、前記プロセッサはさらに、
　０と１の間のランダムな値を選択し、
　前記ランダムな値を永続値と比較し、および、
　データを送信するかどうかを、該比較の結果に基づいて判断する
　ように構成されることを特徴とする請求項１３に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１８】
　前記プロセッサはさらに、
　事前に判定された期間を待ち、
　０と１の間の第２のランダムな値を選択し、
　前記第２のランダムな値を前記永続値と比較し、および、
　データを送信するかどうかを、該比較の結果に基づいて判断する
　ように構成されることを特徴とする請求項１７に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１９】
　前記プロセッサはさらに、
　前記受信者ＩＭＳＩが前記グループベースのＩＭＳIと一致するという判断に基づいて
、前記ページングメッセージに応答するかどうかを判断する
　ように構成されることを特徴とする請求項１３に記載のＷＴＲＵ。
【請求項２０】
　前記プロセッサはさらに、
　前記受信者ＩＭＳIが前記グループベースのＩＭＳIと一致するという判断に基づいて、
接続要求を送信するかどうかを判断する
　ように構成されることを特徴とする請求項１３に記載のＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［背景技術］
関連出願の相互参照
　本出願は、参照により本明細書に完全に記載されてあるように組み込まれている、２０
１０年２月１２日に出願した米国特許仮出願第６１／３０３８８０号明細書の利益を主張
するものである。
【０００２】
　マシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）通信（「マシンタイプ通信（ｍａｃｈｉｎｅ－ｔｙｐｅ　
ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）」または「ＭＴＣ」とも称される）は、必ずしも人の対
話を必要としないエンティティ間のデータ通信の形態として見ることができる。
【０００３】
　Ｍ２Ｍ通信は、様々な分野で使用され得る。セキュリティの分野では、Ｍ２Ｍ通信は、
監視システムで、電話の陸線のバックアップで、物理的アクセス（たとえば、ビルへの）
の制御で、および自動車／運転手のセキュリティで使用することができる。トラッキング
および追跡の分野では、Ｍ２Ｍ通信は、全車両管理、指令管理、ＰＡＹＤ（Ｐａｙ　Ａｓ
　Ｙｏｕ　Ｄｒｉｖｅ）アプリケーション、資産トラッキング、ナビゲーション、交通情
報アプリケーション、道路通行料、交通最適化、およびステアリングに使用することがで
きる。支払システムの分野では、Ｍ２Ｍ通信は、販売時点管理、自動販売機、カスタマロ
イヤルティアプリケーション、およびゲーム機で使用することができる。医療では、Ｍ２
Ｍ通信は、バイタルサインの遠隔監視に、高齢者または身体障害者のサポートに、ウェブ
アクセス遠隔医療ポイントで、および遠隔診断で使用することができる。遠隔保守／制御
の分野では、Ｍ２Ｍ通信は、プログラマブルロジックコントローラ（ＰＬＣ）、センサ、
照明、ポンプ、バルブ、エレベータ制御、自動販売機制御、および車両診断で使用するこ
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とができる。計量の分野で、Ｍ２Ｍ通信は、電力、ガス、水道、暖房、格子制御、および
工業用計量に使用することができる。加えて、マシンタイプ通信（ＭＴＣ）技術に基づく
Ｍ２Ｍ通信は、顧客サービスなどの分野で使用することができる。
【０００４】
　Ｍ２Ｍ通信は、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）（登録商標）、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ
　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒ
ｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）などの３ＧＰＰ（Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒ
ｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）技術、ならびに／または、米国電気電子技術者協会
（ＩＥＥＥ）および３ＧＰＰ２によって開発されたものなどの他の技術に基づく、配備さ
れたワイヤレスネットワークを活用することができる。Ｍ２Ｍ通信は、これらの技術に基
づくネットワークを使用して費用効率の高い形でビジネスソリューションを届けることが
できる。ワイヤレスネットワークの偏在する配備を含む環境で、ワイヤレスネットワーク
の利用可能性は、ＭＴＣデバイスの配備および使用を容易にすること、および／または促
すことができる。加えて、これらの技術へのさらなる改良は、Ｍ２Ｍに基づくソリューシ
ョンの配備のさらなる機会を提供することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　現在のＭ２Ｍに基づくソリューションは、ネットワーク登録を実行し、および／または
データを同時に送信する多数のＭＴＣデバイスによってもたらされ得るネットワークの潜
在的輻輳に適切に対処しない。したがって、現在の技術におけるこの欠点を克服する新し
い技術が必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　グループベースのマシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）通信を実行するための方法および装置が
提供される。マシンタイプ通信（ＭＴＣ）ワイヤレス送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）は
、Ｍ２Ｍグループで動作可能である。一実施形態において、ＭＴＣ　ＷＴＲＵは、共通の
特徴に基づいてグループに編成され得る。１グループのＭＴＣ　ＷＴＲＵは、グループと
して集合的にページングされ得る。ＭＴＣ　ＷＴＲＵは、ページを個別に受信するための
個別の国際移動電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ）と、グループの部分としてページを受信
するためのグループＩＭＳＩを使用することができる。
【０００７】
　一実施形態において、ＭＴＣ　ＷＴＲＵは、ＭＴＣ　ＷＴＲＵに関連する個別の国際移
動電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ）、およびそのＭＴＣ　ＷＴＲＵが属するＭＴＣグルー
プに関連するグループベースのＩＭＳＩを記憶することができる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵは、
１つまたは両方のＩＭＳＩを使用してページングメッセージを受信することができる。Ｍ
ＴＣ　ＷＴＲＵがページングメッセージを受信するとき、ＭＴＣ　ＷＴＲＵは、そのペー
ジングメッセージに含まれる受信者ＩＭＳＩをその個別のＩＭＳＩおよびそのグループベ
ースのＩＭＳＩと比較することができる。受信者ＩＭＳＩが個別のＩＭＳＩまたはグルー
プベースのＩＭＳＩと一致する場合、ＭＴＣ　ＷＴＲＵは、続いてそのページングメッセ
ージを処理することができる。
【０００８】
　グループとして集合的にページングされるＭＴＣグループ内のＭＴＣ　ＷＴＲＵは、ね
じれ型の時間ウインドウ（ｓｔａｇｇｅｒｅｄ　ｔｉｍｅ　ｗｉｎｄｏｗ）にしたがって
応答することができる。たとえば、グループページングメッセージは、複数のＭＴＣ　Ｗ
ＴＲＵがデータを送信するための期間を指示することができる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵは、ラ
ンダムな値を選択することができ、そのランダムな値に基づいて期間内のサブタイム期間
(sub-time period)を定めることができる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵは、定められたサブタイム
期間中にグループページングメッセージに応答することができる。たとえば、ＭＴＣグル
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ープ内のＭＴＣ　ＷＴＲＵは、それらのそれぞれのねじれ型のサブタイム期間内にデータ
を送信することができる。
【０００９】
　一実施形態において、ＭＴＣ　ＷＴＲＵは、ＭＴＣグループにアドレス指定されたペー
ジングメッセージを処理することができる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵは、グループページングメ
ッセージに応答するかどうかを判断することができる。たとえば、１サブセットのＭＴＣ
　ＷＴＲＵがグループページングメッセージに応答することができ、ＭＴＣ　ＷＴＲＵは
、ネットワーク輻輳が回避または低減され得るように、応答しないことがある。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　さらに詳細な理解は、添付の図面とともに例として与えられる以下の説明から得ること
ができる。
【００１１】
【図１Ａ】１つまたはより多くの開示される実施形態が実装され得る例示的通信システム
のシステム図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示す通信システム内で使用することができる例示的なワイヤレス送信
／受信ユニット（ＷＴＲＵ）のシステム図である。
【図１Ｃ】図１Ａに示す通信システム内で使用することができる例示的な無線アクセスネ
ットワークおよび例示的なコアネットワークのシステム図である。
【図１Ｄ】図１Ａに示す通信システム内で使用することができる例示的な無線アクセスネ
ットワークおよび例示的なコアネットワークのシステム図である。
【図１Ｅ】図１Ａに示す通信システム内で使用することができる例示的な無線アクセスネ
ットワークおよび例示的なコアネットワークのシステム図である。
【図２】作用域内のＭＴＣサーバを含むＭＴＣ通信の例示的なアーキテクチャを示す図で
ある。
【図３】作用域の外側に位置するＭＴＣサーバを含むＭＴＣ通信の例示的アーキテクチャ
を示す図である。
【図４】ＭＴＣ　ＷＴＲＵが中間のＭＴＣサーバなしで直接通信するＭＴＣ　ＷＴＲＵ通
信の例示的アーキテクチャを示す図である。
【図５】ＭＴＣ　ＷＴＲＵ通信の例示的アーキテクチャを示す図である。
【図６】ＭＴＣ通信の例示的プロセスを示す図である。
【図７】ＭＴＣ通信の例示的プロセスを示す図である。
【図８】ＭＴＣ通信の例示的プロセスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１Ａは、１つまたはより多くの開示される実施形態が実装され得る例示的通信システ
ム１００の図である。通信システム１００は、複数のワイヤレスユーザに音声、データ、
ビデオ、メッセージング、ブロードキャストなどのコンテンツを提供する多重アクセスシ
ステムであってよい。通信システム１００は、複数のワイヤレスユーザがワイヤレス帯域
幅を含むシステムリソースの共用を介してそのようなコンテンツにアクセスすることを可
能にすることができる。たとえば、通信システム１００は、符号分割多重アクセス（ＣＤ
ＭＡ）、時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）、周波数分割多重アクセス（ＦＤＭＡ）、直交
ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）、単一キャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）などの１つまたはよ
り多くのチャネルアクセス方法を使用することができる。
【００１３】
　図１Ａに示すように、開示される実施形態は任意の数のＷＴＲＵ、基地局、ネットワー
ク、および／またはネットワーク要素を企図することが理解されるであろうが、通信シス
テム１００は、ワイヤレス送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）１０２ａ、１０２ｂ、１０２
ｃ、１０２ｄ、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１０４、コアネットワーク１０６、
公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１０８、インターネット１１０、および他のネットワーク１
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１２を含み得る。ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの各々は、ワイヤレ
ス環境で動作および／または通信するように構成された任意のタイプのデバイスであって
よい。例として、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、ワイヤレス信号
を送信および／または受信するように構成することができ、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局
、固定または移動加入者ユニット、ページャ、携帯電話、パーソナルデジタルアシスタン
ト（ＰＤＡ）、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ
、ワイヤレスセンサ、家庭用電化製品などを含み得る。
【００１４】
　通信システム１００はまた、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂを含み得る。基地局
１１４ａ、１１４ｂの各々は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうち
の少なくとも１つとワイヤレスでインターフェースしてコアネットワーク１０６、インタ
ーネット１１０、および／またはネットワーク１１２などの１つまたはより多くの通信ネ
ットワークへのアクセスを円滑に進めるように構成された任意のタイプのデバイスであっ
てよい。例として、基地局１１４ａ、１１４ｂは、ベーストランシーバ基地局（ＢＴＳ）
、Ｎｏｄｅ－Ｂ、ｅＮｏｄｅ　Ｂ、Ｈｏｍｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ、Ｈｏｍｅ　ｅＮｏｄｅ　Ｂ
、サイトコントローラ、アクセスポイント（ＡＰ）、ワイヤレスルータなどであってよい
。基地局１１４ａ、１１４ｂは、単一の要素として各々図示されているが、基地局１１４
ａ、１１４ｂは任意の数の相互接続した基地局および／またはネットワーク要素を含み得
ることが理解されよう。
【００１５】
　基地局１１４ａは、基地局コントローラ（ＢＳＣ）、無線ネットワークコントローラ（
ＲＮＣ）、中継ノードなどの他の基地局および／またはネットワーク要素（図示せず）も
また含み得るＲＡＮ１０４の部分であってよい。基地局１１４ａおよび／または基地局１
１４ｂは、セル（図示せず）と称され得る特定の地理的領域内でワイヤレス信号を送信お
よび／または受信するように構成され得る。セルはさらに、セルセクタに分割することが
できる。たとえば、基地局１１４ａに関連するセルは、３つのセクタに分割することがで
きる。したがって、一実施形態において、基地局１１４ａは、３つのトランシーバ、すな
わち、セルの各セクタに１つ、を含み得る。もう１つの実施形態において、基地局１１４
ａは、多重入出力（ＭＩＭＯ）技術を使用することができ、したがって、セルの各セクタ
に複数のトランシーバを使用することができる。
【００１６】
　基地局１１４ａ、１１４ｂは、任意の適当なワイヤレス通信リンク（たとえば、無線周
波数（ＲＦ）、マイクロ波、赤外線（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ）、可視光など）であってよ
いエアインターフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２
ｄのうちの１つまたはより多くと通信することができる。エアインターフェース１１６は
、任意の適当な無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用し、確立され得る。
【００１７】
　さらに具体的には、前述のように、通信システム１００は、多重アクセスシステムでも
よく、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡなどの１つまたはよ
り多くのチャネルアクセス方式を使用することができる。たとえば、ＲＡＮ１０４内の基
地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、広帯域のＣＤＭＡ（ＷＣ
ＤＭＡ）を使用するエアインターフェース１１６を確立することができるＵＭＴＳ（Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ
）地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ）などの無線技術を実装することができる。ＷＣＤＭＡ
は、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）および／またはＨＳＰＡ＋（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｈ
ＳＰＡ）などの通信プロトコルを含み得る。ＨＳＰＡは、高速ダウンリンクパケットアク
セス（ＨＳＤＰＡ）および／または高速アップリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ）を
含み得る。
【００１８】
　もう１つの実施形態において、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１
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０２ｃは、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）および／またはＬＴＥ－
Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）を使用し、エアインターフェース１１６を確立すること
ができる、Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄ
ｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）などの無線技術を実装することができる。
【００１９】
　他の実施形態において、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ
は、ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわち、ＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏ
ｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ））、ＣＤＭＡ２０
００、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、ＣＤＭＡ２０００　ＥＶ－ＤＯ、ＩＳ－２０００（Ｉｎ
ｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　２０００）、ＩＳ－９５（Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄ
ａｒｄ　９５）、ＩＳ－８５６（Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　８５６）、ＧＳＭ
（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ
）、ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ　Ｅｖｏｌｕ
ｔｉｏｎ）、ＧＥＲＡＮ（ＧＳＭ　ＥＤＧＥ）などの無線技術を実装することができる。
【００２０】
　図１Ａの基地局１１４ｂは、たとえば、ワイヤレスルータ、Ｈｏｍｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ、
Ｈｏｍｅ　ｅＮｏｄｅ　Ｂ、またはアクセスポイントでもよく、事業所、自宅、車両、キ
ャンパスなどの特定のエリアでのワイヤレス接続を円滑にするための任意の適当なＲＡＴ
を使用することができる。一実施形態において、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ
、１０２ｄは、ＩＥＥＥ８０２．１１などの無線技術を実装してワイヤレスローカルエリ
アネットワーク（ＷＬＡＮ）を確立することができる。もう１つの実施形態において、基
地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ＩＥＥＥ８０２．１５などの無線技
術を実装してワイヤレスパーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）を確立することがで
きる。さらに別の実施形態において、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄ
は、セルラに基づくＲＡＴ（たとえば、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ、ＬＴＥ
、ＬＴＥ－Ａなど）を使用してピコセルまたはフェムトセルを確立することができる。図
１Ａに示すように、基地局１１４ｂは、インターネット１１０への直接接続を有し得る。
したがって、基地局１１４ｂは、コアネットワーク１０６を介してインターネット１１０
にアクセスする必要がないことがある。
【００２１】
　ＲＡＮ１０４は、音声、データ、アプリケーション、および／またはボイスオーバイン
ターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）サービスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、
１０２ｄのうちの１つまたはより多くに提供するように構成された任意のタイプのネット
ワークであってよいコアネットワーク１０６と通信することができる。たとえば、コアネ
ットワーク１０６は、呼制御、料金請求サービス、モバイルの位置に基づくサービス、プ
リペイド電話、インターネット接続、ビデオ分配などを提供することができ、および／ま
たは、ユーザ認証などの高レベルなセキュリティ機能を実行することができる。図１Ａに
は示されていないが、ＲＡＮ１０４および／またはコアネットワーク１０６は、ＲＡＮ１
０４と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを使用する他のＲＡＮと直接または間接的に通信が
可能であると理解されよう。たとえば、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を使用していることのある
ＲＡＮ１０４に接続されることに加えて、コアネットワーク１０６はまた、ＧＳＭ無線技
術を使用するもう１つのＲＡＮ（図示せず）と通信していることもある。
【００２２】
　コアネットワーク１０６はまた、ＰＳＴＮ１０８、インターネット１１０、および／ま
たは他のネットワーク１１２にアクセスするためのＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２
ｃ、１０２ｄのゲートウェイの役割を果たすことができる。コアネットワーク１０６は、
少なくとも１つのトランシーバおよび少なくとも１つのプロセッサを含み得る。ＰＳＴＮ
１０８は、ＰＯＴＳ（ｐｌａｉｎ　ｏｌｄ　ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ、従来
型の電話サービス）を提供する回路交換電話網を含み得る。インターネット１１０は、Ｔ
ＣＰ／ＩＰインターネットプロトコル群内の伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）、ユーザデー
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タグラムプロトコル（ＵＤＰ）およびインターネットプロトコル（ＩＰ）などの共通の通
信プロトコルを使用する相互接続したコンピュータネットワークおよびデバイスのグロー
バルシステムを含み得る。ネットワーク１１２は、他のサービスプロバイダによって所有
および／または操作されるワイヤードまたはワイヤレス通信ネットワークを含み得る。た
とえば、ネットワーク１１２は、ＲＡＮ１０４と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを使用す
ることができる１つまたはより多くのＲＡＮに接続されたもう１つのコアネットワークを
含み得る。
【００２３】
　通信システム１００内のＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちのい
くつかまたはすべては、マルチモード能力を含み得る、すなわち、ＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、異なるワイヤレスリンクを介して異なるワイヤレスネッ
トワークと通信するための複数のトランシーバを含み得る。たとえば、図１Ａに示すＷＴ
ＲＵ１０２ｃは、セルラに基づく無線技術を使用することができる基地局１１４ａと、お
よび、ＩＥＥＥ８０２無線技術を使用することができる基地局１１４ｂと通信するように
構成され得る。
【００２４】
　図１Ｂは、例示的ＷＴＲＵ１０２のシステム図である。図１Ｂに示すように、ＷＴＲＵ
１０２は、プロセッサ１１８、トランシーバ１２０、送信／受信要素１２２、スピーカ／
マイクロフォン１２４、キーパッド１２６、ディスプレイ／タッチパッド１２８、取外し
不可メモリ１０６、取外し可能メモリ１３２、電源１３４、グローバルポジショニングシ
ステム（ＧＰＳ）チップセット１３６、および他の周辺装置１３８を含み得る。ＷＴＲＵ
１０２は、一実施形態と矛盾の無いまま前述の要素の任意のサブコンビネーションを含み
得ることが理解されよう。
【００２５】
　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、特定目的プロセッサ、従来のプロセッサ、デジ
タル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連する１つ
またはより多くのマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）、書換え可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）回路、任意の他のタイ
プの集積回路（ＩＣ）、状態機械などであってよい。プロセッサ１１８は、信号コーディ
ング、データ処理、電力制御、入力／出力処理、および／または、ＷＴＲＵ１０２がワイ
ヤレス環境で動作できるようにする任意の他の機能を実行することができる。プロセッサ
１１８は、送信／受信要素１２２に結合可能なトランシーバ１２０に結合可能である。図
１Ｂは、別個の構成要素としてプロセッサ１１８およびトランシーバ１２０を示すが、プ
ロセッサ１１８およびトランシーバ１２０は電子パッケージまたはチップ内にともに統合
され得ることが理解されよう。
【００２６】
　送信／受信要素１２２は、エアインターフェース１１６を介して基地局（たとえば、基
地局１１４ａ）に信号を送信するように、またはそこから信号を受信するように構成する
ことができる。たとえば、一実施形態において、送信／受信要素１２２は、ＲＦ信号を送
信および／または受信するように構成されたアンテナであってよい。もう１つの実施形態
において、送信／受信要素１２２は、たとえば、ＩＲ、ＵＶ、または可視光信号を送信お
よび／または受信するように構成されたエミッタ／検出器であってよい。さらに別の実施
形態において、送信／受信要素１２２は、ＲＦおよび光信号の両方を送信および受信する
ように構成することができる。送信／受信要素１２２は、任意の組合せのワイヤレス信号
を送信および／または受信するように構成され得ることが理解されよう。
【００２７】
　加えて、送信／受信要素１２２は単一要素として図１Ｂに示されるが、ＷＴＲＵ１０２
は、任意の数の送信／受信要素１２２を含み得る。さらに具体的には、ＷＴＲＵ１０２は
ＭＩＭＯ技術を使用することができる。したがって、一実施形態において、ＷＴＲＵ１０
２は、エアインターフェース１１６を介してワイヤレス信号を送信および受信するための



(10) JP 2013-520097 A 2013.5.30

10

20

30

40

50

２つ以上の送信／受信要素１２２（たとえば、複数のアンテナ）を含み得る。
【００２８】
　トランシーバ１２０は、送信／受信要素１２２によって送信されようとする信号を変調
するように、および送信／受信要素１２２によって受信された信号を復調するように構成
され得る。前述のように、ＷＴＲＵ１０２は、マルチモード能力を有し得る。したがって
、トランシーバ１２０は、たとえば、ＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１１などの複数の
ＲＡＴを介してＷＴＲＵ１０２が通信できるようにするための複数のトランシーバを含み
得る。
【００２９】
　ＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１１８は、スピーカ／マイクロフォン１２４、キーパッド
１２６、および／またはディスプレイ／タッチパッド１２８（たとえば、液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）表示ユニットまたは有機発行ダイオード（ＯＬＥＤ）表示ユニット）に結合
可能であり、そこからのユーザ入力データを受信することができる。プロセッサ１１８は
また、スピーカ／マイクロフォン１２４、キーパッド１２６、および／またはディスプレ
イ／タッチパッド１２８にユーザデータを出力することができる。加えて、プロセッサ１
１８は、メモリからの情報にアクセスすること、およびデータをそこに保存することがで
きる。たとえば、メモリは、取外し不可メモリ１０６および／または取外し可能メモリ１
３２などの任意のタイプの適当なメモリを含み得る。取外し不可メモリ１０６は、ランダ
ムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ハードディスク、または任
意の他のタイプのメモリ記憶デバイスを含み得る。取外し可能メモリ１３２は、加入者識
別モジュール（ＳＩＭ）カード、メモリスティック、セキュアデジタル（ＳＤ）メモリカ
ードなどを含み得る。他の実施形態において、プロセッサ１１８は、サーバまたはホーム
コンピュータ（図示せず）上などのＷＴＲＵ１０２から物理的に遠隔に置かれたメモリか
らの情報にアクセスすること、およびそこにデータを格納することができる。
【００３０】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受け取ることができ、ＷＴＲＵ１０２内の
その他の構成要素にその電力を分配し、および／または制御するように構成することがで
きる。電源１３４は、ＷＴＲＵ１０２に電力を供給するための任意の適当なデバイスであ
ってよい。たとえば、電源１３４は、１つまたはより多くの乾電池（たとえば、ニッケル
カドミウム（ＮｉＣｄ）、ニッケル亜鉛（ＮｉＺｎ）、ニッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチ
ウムイオン（Ｌｉ－ｉｏｎ）など）、太陽電池、燃料電池などを含み得る。
【００３１】
　プロセッサ１１８はまた、ＷＴＲＵ１０２の現在の位置に関する位置情報（たとえば、
経度および緯度）を提供するように構成され得るＧＰＳチップセット１３６に結合され得
る。ＧＰＳチップセット１３６からの情報に加えて、またはその代わりに、ＷＴＲＵ１０
２は、基地局（たとえば、基地局１１４ａ、１１４ｂ）からエアインターフェース１１６
を介して位置情報を受信すること、および／または、２つ以上の近隣の基地局から受信さ
れている信号のタイミングに基づいてその位置を判断することができる。ＷＴＲＵ１０２
は実施形態と矛盾の無いまま任意の適当な位置判定方法を用いて位置情報を取得できるこ
とを理解できよう。
【００３２】
　プロセッサ１１８はさらに、追加の特徴、機能性および／またはワイヤードもしくはワ
イヤレス接続性を提供する１つまたはより多くのソフトウェアおよび／またはハードウェ
アモジュールを含み得る他の周辺装置１３８に結合され得る。たとえば、周辺装置１３８
は、加速度計、ｅ－コンパス、衛星トランシーバ、デジタルカメラ（写真またはビデオ用
）、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート、振動デバイス、テレビジョントランシ
ーバ、ハンドフリーヘッドセット、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、周波数
変調（ＦＭ）無線ユニット、デジタルミュージックプレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオ
ゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザなどを含み得る。
【００３３】
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　図１Ｃは、一実施形態によるＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６のシステム図
である。前述のように、ＲＡＮ１０４は、ＵＴＲＡ無線技術を使用して、エアインターフ
ェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃと通信することができ
る。ＲＡＮ１０４はまた、コアネットワーク１０６と通信することができる。図１Ｃに示
すように、ＲＡＮ１０４は、エアインターフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、１０２ｃと通信するための１つまたはより多くのトランシーバを各々が含み得る
Ｎｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを含み得る。Ｎｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０
ｂ、１４０ｃは、ＲＡＮ１０４内の特定のセル（図示せず）に各々関連付けられ得る。Ｒ
ＡＮ１０４はまた、ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂを含み得る。ＲＡＮ１０４は、実施形態と
矛盾の無いまま、任意の数のＮｏｄｅ－ＢおよびＲＮＣを含み得ることが理解されよう。
【００３４】
　図１Ｃに示すように、Ｎｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂは、ＲＮＣ１４２ａと通信する
ことができる。加えて、Ｎｏｄｅ－Ｂ１４０ｃは、ＲＮＣ１４２ｂと通信することができ
る。Ｎｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、Ｉｕｂインターフェースを介してそ
れぞれＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂと通信することができる。ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂは
、Ｉｕｒインターフェースを介して互いに通信することができる。ＲＮＣ１４２ａ、１４
２ｂは各々、それが接続されたそれぞれのＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを
制御するように構成することができる。加えて、ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂの各々は、外
部ループ電力制御、ロード制御、承認制御、パケットスケジューリング、ハンドオーバ制
御、マクロダイバーシチ、セキュリティ機能、データ暗号化などの他の機能性を実行また
はサポートするように構成することができる。
【００３５】
　図１Ｃに示すコアネットワーク１０６は、メディアゲートウェイ（ＭＧＷ）１４４、モ
バイル交換センタ（ＭＳＣ）１４６、サービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）１
４８、および／またはゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）１５０を含み得
る。前述の要素の各々はコアネットワーク１０６の部分として図示されるが、これらの要
素のうちの任意の１つがコアネットワークオペレータ以外のエンティティによって所有お
よび／または操作され得ることが理解されよう。
【００３６】
　ＲＡＮ１０４内のＲＮＣ１４２ａは、ＩｕＣＳインターフェースを介してコアネットワ
ーク１０６内のＭＳＣ１４６に接続され得る。ＭＳＣ１４６は、ＭＧＷ１４４に接続され
得る。ＭＳＣ１４６およびＭＧＷ１４４は、ＰＳＴＮ１０８などの回線交換ネットワーク
へのアクセスを有するＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃを提供して、ＷＴＲＵ１０
２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと従来の陸線通信デバイスの間の通信を円滑に進めることがで
きる。
【００３７】
　ＲＡＮ１０４内のＲＮＣ１４２ａはまた、ＩｕＰＳインターフェースを介してコアネッ
トワーク１０６内のＳＧＳＮ１４８に接続され得る。ＳＧＳＮ１４８は、ＧＧＳＮ１５０
に接続され得る。ＳＧＳＮ１４８およびＧＧＳＮ１５０は、インターネット１１０などの
パケット交換ネットワークへのアクセスを有するＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ
を提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ対応デバイスの間の通信を円
滑に進めることができる。
【００３８】
　前述のように、コアネットワーク１０６はまた、他のサービスプロバイダによって所有
および／または操作される他のワイヤードまたはワイヤレスネットワークを含み得るネッ
トワーク１１２に接続することができる。
【００３９】
　図１Ｄは、一実施形態によるＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６のシステム図
である。前述のように、ＲＡＮ１０４は、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を使用して、エアインタ
ーフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信することができ
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る。ＲＡＮ１０４はまた、コアネットワーク１０６と通信することもできる。
【００４０】
　ＲＡＮ１０４はｅＮｏｄｅ－Ｂ１７０ａ、１７０ｂ、１７０ｃを含み得るが、ＲＡＮ１
０４は、実施形態と矛盾の無いまま、任意の数のｅＮｏｄｅ－Ｂを含み得ることが理解さ
れよう。ｅＮｏｄｅ－Ｂ１７０ａ、１７０ｂ、１７０ｃは各々、エアインターフェース１
１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するための１つまたはより多
くのトランシーバを含み得る。一実施形態において、ｅＮｏｄｅ－Ｂ１７０ａ、１７０ｂ
、１７０ｃは、ＭＩＭＯ技術を実装することができる。したがって、ｅＮｏｄｅ－Ｂ１４
０ａは、たとえば、複数のアンテナを使用して、ＷＴＲＵ１０２ａにワイヤレス信号を送
信すること、およびそこからワイヤレス信号を受信することができる。
【００４１】
　ｅＮｏｄｅ－Ｂ１７０ａ、１７０ｂ、１７０ｃの各々は、特定のセル（図示せず）と関
連付けることができ、アップリンクおよび／またはダウンリンクなどでユーザの無線リソ
ース管理決定、ハンドオーバ決定、スケジューリングを処理するように構成することがで
きる。図１Ｄに示すように、ｅＮｏｄｅ－Ｂ１７０ａ、１７０ｂ、１７０ｃは、Ｘ２イン
ターフェースを介して互いに通信することができる。
【００４２】
　図１Ｄに示すコアネットワーク（ＣＮ）１０６は、移動性管理ゲートウェイ（ＭＭＥ）
１６２、サービングゲートウェイ１６４、およびパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）
ゲートウェイ１６６を含み得る。前述の要素の各々はコアネットワーク１０６の部分とし
て図示されているが、これらの要素のうちの任意の１つがコアネットワークオペレータ以
外のエンティティによって所有および／または操作され得ることが理解されよう。
【００４３】
　ＭＭＥ１６２は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ１０４内のｅＮｏｄｅ－Ｂ１７
０ａ、１７０ｂ、１７０ｃの各々と接続可能であり、制御ノードの役割を果たすことがで
きる。たとえば、ＭＭＥ１６２は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのユーザの認
証、ベアラ活動化／非活動化、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃの初期アタッチ中
の特定のサービングゲートウェイの選択などに関与することができる。ＭＭＥ１６２はま
た、ＲＡＮ１０４とＧＳＭまたはＷＣＤＭＡなどの他の無線技術を使用する他のＲＡＮ（
図示せず）との間の交換の制御プレーン機能も提供することができる。
【００４４】
　サービングゲートウェイ１６４は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ１０４内のｅ
Ｎｏｄｅ　Ｂ１７０ａ、１７０ｂ、１７０ｃの各々に接続することができる。サービング
ゲートウェイ１６４は概して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに／からユーザデ
ータパケットを経路指定および転送することができる。サービングゲートウェイ１６４は
また、ｅＮｏｄｅ　Ｂ間のハンドオーバ中のユーザプレーンのアンカ、ダウンリンクデー
タがＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに利用可能であるときのページングのトリガ
、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのコンテキストの管理および記憶などの他の機
能を実行することができる。
【００４５】
　サービングゲートウェイ１６４はまた、インターネット１１０などのパケット交換ネッ
トワークへのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供することができる
ＰＤＮゲートウェイ１６６に接続されて、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ
対応デバイスの間の通信を円滑に進めることができる。
【００４６】
　コアネットワーク１０６は、他のネットワークとの通信を円滑に進めることができる。
たとえば、コアネットワーク１０６は、ＰＳＴＮ１０８などの回線交換ネットワークへの
アクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０
２ｂ、１０２ｃと従来の陸線通信デバイスの間の通信を円滑に進めることができる。たと
えば、コアネットワーク１０６は、コアネットワーク１０６とＰＳＴＮ１０８の間のイン
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ターフェースの役割をするＩＰゲートウェイ（たとえば、ＩＰマルチメディアサブシステ
ム（ＩＭＳ）サーバ）を含むことができ、またはこれと通信することができる。加えて、
コアネットワーク１０６は、他のサービスプロバイダによって所有および／または操作さ
れる他のワイヤードまたはワイヤレスネットワークを含み得るネットワーク１１２へのア
クセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供することができる。
【００４７】
　図１Ｅは、一実施形態によるＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６のシステム図
である。ＲＡＮ１０４は、ＩＥＥＥ８０２．１６無線技術を使用してエアインターフェー
ス１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するアクセスサービスネ
ットワーク（ＡＳＮ）であってよい。以下にさらに論じるように、ＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、１０２ｃ、ＲＡＮ１０４の異なる機能エンティティの間の通信リンクとコアネッ
トワーク１０６は、参照ポイントとして定義され得る。
【００４８】
　図１Ｅに示すように、ＲＡＮ１０４は基地局１８０ａ、１８０ｂ、１８０ｃ、およびＡ
ＳＮゲートウェイ１４２を含み得るが、ＲＡＮ１０４は、実施形態と矛盾の無いまま、任
意の数の基地局およびＡＳＮゲートウェイを含み得ることが理解されよう。基地局１８０
ａ、１８０ｂ、１８０ｃは、ＲＡＮ１０４内の特定のセル（図示せず）と各々関連付ける
ことができ、エアインターフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２
ｃと通信するための１つまたはより多くのトランシーバを各々含み得る。一実施形態にお
いて、基地局１８０ａ、１８０ｂ、１８０ｃは、ＭＩＭＯ技術を実装することができる。
したがって、基地局１４０ａは、たとえば、複数のアンテナを使用して、ＷＴＲＵ１０２
ａにワイヤレス信号を送信すること、およびそこからワイヤレス信号を受信することがで
きる。基地局１８０ａ、１８０ｂ、１８０ｃはまた、ハンドオフトリガ、トンネル確立、
無線リソース管理、トラフィック分類、サービス品質（ＱｏＳ）ポリシ実施などの移動性
管理機能を提供することができる。ＡＳＮゲートウェイ１８２は、トラフィック集約ポイ
ントの役割を果たすことができ、ページング、加入者プロファイルのキャッシング、コア
ネットワーク１０６への経路指定などに関与することができる。
【００４９】
　ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＲＡＮ１０４の間のエアインターフェース１
１６は、ＩＥＥＥ８０２．１６仕様を実装するＲ１参照ポイントとして定義することがで
きる。加えて、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃの各々は、コアネットワーク１０
６と論理インターフェース（図示せず）を確立することができる。ＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、１０２ｃとコアネットワーク１０６の間の論理インターフェースは、認証、認可
、ＩＰホスト構成管理、および／または移動性管理に使用され得るＲ２参照ポイントとし
て定義することができる。基地局１８０ａ、１８０ｂ、１８０ｃの各々の間の通信リンク
は、ＷＴＲＵハンドオーバおよび基地局間のデータの転送を円滑に進めるためのプロトコ
ルを含むＲ８参照ポイントとして定義することができる。基地局１８０ａ、１８０ｂ、１
８０ｃとＡＳＮゲートウェイ２１５の間の通信は、Ｒ６参照ポイントとして定義すること
ができる。Ｒ６参照ポイントは、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１００ｃの各々に関連す
る移動性の事象に基づく移動性管理を円滑に進めるためのプロトコルを含み得る。
【００５０】
　図１Ｅに示すように、ＲＡＮ１０４はコアネットワーク１０６に接続することができる
。ＲＡＮ１０４とコアネットワーク１０６の間の通信リンクは、たとえば、データ転送お
よび移動性管理能力を円滑に進めるためのプロトコルを含むＲ３参照ポイントとして定義
することができる。コアネットワーク１０６は、モバイルＩＰホームエージェント（ＭＩ
Ｐ－ＨＡ）１８４、認証、認可、アカウンティング（ＡＡＡ）サーバ１８６、およびゲー
トウェイ１８８を含み得る。前述の要素の各々はコアネットワーク１０６の部分として図
示されているが、これらの要素のいずれも、コアネットワークオペレータ以外のエンティ
ティによって所有および／または操作され得ることが理解されよう。
【００５１】
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　ＭＩＰ－ＨＡは、ＩＰアドレス管理に関与することができ、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２
ｂ、１０２ｃが異なるＡＳＮおよび／または異なるコアネットワークの間でローミングで
きるようにする。ＭＩＰ－ＨＡ１８４は、インターネット１１０などのパケット交換ネッ
トワークへのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ１
０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ対応デバイスの間の通信を円滑に進めることができる
。ＡＡＡサーバ１８６は、ユーザ認証およびユーザサービスのサポートに関与することが
できる。ゲートウェイ１８８は、他のネットワークとの相互作用を円滑に進めることがで
きる。たとえば、ゲートウェイ１８８は、ＰＳＴＮ１０８などの回線交換ネットワークへ
のアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、１０２ｃと従来の陸線通信デバイスの間の通信を円滑に進めることができる。加
えて、ゲートウェイ１８８は、他のサービスプロバイダによって所有および／または操作
される他のワイヤードまたはワイヤレスネットワークを含み得るネットワーク１１２への
アクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供することができる。
【００５２】
　図１Ｅには示さないが、ＲＡＮ１０４は他のＡＳＮに接続可能であり、コアネットワー
ク１０６は他のコアネットワークに接続可能であることが理解されよう。ＲＡＮ１０４と
他のＡＳＮの間の通信リンクは、ＲＡＮ１０４とその他のＡＳＮの間のＷＴＲＵ１０２ａ
、１０２ｂ、１０２ｃの移動性を調整するためのプロトコルを含み得るＲ４参照ポイント
として定義することができる。コアネットワーク１０６とその他のコアネットワークの間
の通信リンクは、ホームコアネットワークと訪ねられるコアネットワークの間の相互作用
を円滑に進めるためのプロトコルを含み得るＲ５参照として定義することができる。
【００５３】
　「ＭＴＣ　ＷＴＲＵ」または「Ｍ２Ｍ　ＷＴＲＵ」は、ＭＴＣ／Ｍ２Ｍ技術を使用して
通信する能力のあるＷＴＲＵを含み得る。たとえば、ＭＴＣ　ＷＴＲＵおよび／またはＭ
２Ｍ　ＷＴＲＵは、ＭＴＣ／Ｍ２Ｍ技術を使用して通信する能力のある、図１Ａ～Ｅに関
連して記載されるものなどのＷＴＲＵを含み得る。たとえば、ＭＴＣ　ＷＴＲＵは、ＭＴ
Ｃデバイスを含み得る。
【００５４】
　図２は、ＭＴＣ通信で使用するための例示的アーキテクチャを示す。図示するように、
ＭＴＣデバイス２０２ａ、２０２ｂ、２０２ｃおよび２０２ｄなどの１つまたはより多く
のＭＴＣデバイスは、作用域２０８などの作用域を介してＭＴＣサーバ２０４などの１つ
またはより多くのＭＴＣサーバに通信することができる。図２に示すように、ＭＴＣサー
バ２０４は、たとえば、作用域２０８内に位置し得る。ＭＴＣユーザ２０６などのＭＴＣ
ユーザは、ＭＴＣユーザがＭＴＣデバイス２０２ａ、２０２ｂ、２０２ｃと通信すること
ができるように、たとえば、アプリケーションプロトコルインターフェース（ＡＰＩ）を
介して、ＭＴＣサーバ２０４にアクセスすることができる。
【００５５】
　図３は、ＭＴＣ通信で使用するための例示的アーキテクチャを示す。図示するように、
ＭＴＣデバイス２０２ａ、２０２ｂ、２０２ｃおよび２０２ｄなどの１つまたはより多く
のＭＴＣデバイスは、作用域２０８などの作用域を介してＭＴＣサーバ２０４などの１つ
またはより多くのＭＴＣサーバおよび／またはＭＴＣユーザ２０６などの１人または複数
のＭＴＣユーザと通信することができる。ＭＴＣサーバ２０４は、たとえば、作用域２０
８に位置し得る。ＭＴＣユーザ２０６などのＭＴＣユーザは、ＭＴＣユーザがＭＴＣデバ
イス２０２ａ、２０２ｂ、２０２ｃと通信することができるように、たとえば、アプリケ
ーションプロトコルインターフェース（ＡＰＩ）を介して、ＭＴＣサーバ２０４にアクセ
スすることができる。図３に示すように、ＭＴＣサーバ２０４は、作用域２０８の外側に
位置し得る。
【００５６】
　図４は、ＭＴＣ通信で使用するための例示的アーキテクチャを示す。図示するように、
ＭＴＣデバイスは、中間のＭＴＣサーバなしで互いに通信する（ＭＴＣ－ＭＴＣ通信）。
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たとえば、図４に示すように、ＭＴＣデバイス２０２ａ、２０２ｂ、２０２ｃおよび２０
２ｄなどの１つまたはより多くのＭＴＣデバイスは、作用域２０８ａおよび２０８ｂなど
の複数の作用域を介して１つまたはより多くのＭＴＣデバイス２０２ｄ、２０２ｅ、２０
２ｆおよび２０２ｇに通信することができる。図４に示すように、作用域２０８ａおよび
２０８ｂは、作用域２０８ａに接続されたＭＴＣデバイスが作用域２０８ｂに接続された
ＭＴＣデバイスに通信することおよびその逆ができるように、互いに動作可能なように接
続され得る。
【００５７】
　一実施形態において、ＭＴＣグループは、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ間の１つまたはより多くの
共通の特徴に基づいて、定義することができる。ＷＴＲＵが１グループとして分類され得
るかどうかを判断するために使用され得る特徴は、ＭＴＣ　ＷＴＲＵが同一のもしくは同
様のアプリケーションを使用するかどうか、ＭＴＣ　ＷＴＲＵが時間制御されたＭＴＣ　
ＷＴＲＵ（たとえば、所定の期間にデータを送信および／もしくは受信することができる
ＭＴＣ　ＷＴＲＵ）であるかどうか、ＷＴＲＵがモバイル起源のみのＭＴＣ　ＷＴＲＵ（
たとえば、動作の正規の過程にデータを送信することができるが、データを受信すること
はないＭＴＣ　ＷＴＲＵ）であるかどうか、ＭＴＣ　ＷＴＲＵが時間に耐性のあるＷＴＲ
Ｕ（たとえば、データの送信を遅らせることを許され得るＷＴＲＵ）であるかどうか、Ｗ
ＴＲＵが低移動性のＷＴＲＵ（たとえば、頻繁に移動することができないおよび／もしく
は高速で移動することができないＭＴＣ　ＷＴＲＵ）であるかどうか、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ
が非移動性のＷＴＲＵ（たとえば、同じ位置に留まり得るＭＴＣ　ＷＴＲＵ）であるかど
うか、ならびに／または他の特徴を含み得るがこれらに限定されない。１グループ内のＭ
ＴＣ　ＷＴＲＵは、同時に複数の特徴を共有し得る。
【００５８】
　一実施形態において、同一セルに属するＭＴＣ　ＷＴＲＵは、ＭＴＣグループにグルー
プ化することができる。一実施形態において、同一地理的エリアに置かれたＭＴＣ　ＷＴ
ＲＵは、ＭＴＣグループにグループ化することができる。たとえば、近傍のユーティリテ
ィメータは、ＭＴＣグループにグループ化することができる。
【００５９】
　１グループ内のＷＴＲＵにページを送信するために、異なるページングメッセージが使
用され得る。たとえば、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム／ＵＭＴ
Ｓ地上波無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）システムでは、ページングタイプ１ま
たは他のページングメッセージが使用され得る。ＬＴＥ／Ｅ－ＵＴＲＡＮシステムでは、
ページングタイプ１または他のページングメッセージが使用され得る。ＵＴＲＡＮシステ
ムでは、ページングタイプ１メッセージは、８つのページングレコードを含み得る。Ｅ－
ＵＴＲＡＮシステムでは、ページングタイプ１メッセージは、１６のページングレコード
を含み得る。ＵＴＲＡＮまたはＥ－ＵＴＲＡＮシステム内の１グループのＭＴＣ　ＷＴＲ
Ｕをページングするために、ページングメッセージは、そのグループ内の異なるＷＴＲＵ
にアドレス指定された各ページングレコードで、そのグループ内のＭＴＣ　ＷＴＲＵの各
々に送信され得る。
【００６０】
　一実施形態において、ネットワークは、グループページングメッセージを介して複数の
ＭＴＣ　ＷＴＲＵをページングすることができる。たとえば、１つのページングレコード
が、１つのＭＴＣグループ内の複数のＭＴＣ　ＷＴＲＵをページングするために使用され
得る。グループページングメッセージは、複数のページングレコードを含み得る。各ペー
ジングレコードは、異なるＭＴＣグループにアドレス指定され得る。同時にページングす
ることができるＭＴＣ　ＷＴＲＵの数は、ページングメッセージによって運ばれるページ
ングレコードの最大数を乗じたＭＴＣグループに属することができるＷＴＲＵの最大数に
基づき得る。
【００６１】
　図５は、ＭＴＣグループページングの例示的アーキテクチャを示す。図示するように、
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ページは、ネットワーク５１０などの通信ネットワークを介してＭＴＣグループＡ５０８
ａ、ＭＴＣグループＺ５０８ｚ、および／または他のＭＴＣグループ（図示せず）などの
ＭＴＣグループに送信され得る。ネットワーク５１０は、図１Ｃ～１Ｅに関して前述した
ように、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１０４、コアネットワーク１０６、公衆交
換電話網（ＰＳＴＮ）１０８、インターネット１１０、および、他のネットワーク１１２
を含み得る。
【００６２】
　ＭＴＣグループは、１つまたはより多くのＭＴＣ　ＷＴＲＵを含み得る。図５に示すよ
うに、ＭＴＣグループＡ５０８ａは、ＭＴＣ　１ａ　５０２ａ、ＭＴＣ　２ａ　５０２ｂ
、ＭＴＣ　ｎａ　５０２ｃ、および、他のＭＴＣ　ＷＴＲＵ（図示せず）などの複数のＭ
ＴＣ　ＷＴＲＵを含み得る。ＭＴＣグループＺ５０８ｚは、ＭＴＣ１ｚ　５０２ｄ、ＭＴ
Ｃ　２ｚ　５０２ｅ、ＭＴＣ　ｎｚ　５０２ｆ、および他のＭＴＣ　ＷＴＲＵ（図示せず
）などの複数のＭＴＣ　ＷＴＲＵを含み得る。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、図２～４に関
して前述したようなＭＴＣデバイス２０２を含み得る。
【００６３】
　ＭＴＣグループ内のＭＴＣ　ＷＴＲＵは、本明細書で「グループＩＭＳＩ」と呼ばれ得
るグループベースの国際移動電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ）を共用する。グループＩＭ
ＳＩは、ＭＴＣグループを一意に識別することができる。図５に示すように、たとえば、
ＭＴＣグループＡ５０８ａのＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２ａ～ｃは、グループＩＭＳＩａなど
のグループＩＭＳＩを共有することができる。ＭＴＣグループＺ５０８ｚのＭＴＣ　ＷＴ
ＲＵ５０２ｄ～ｅは、グループＩＭＳＩｚなどのグループＩＭＳＩを共有することができ
る。各ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、個別のＩＭＳＩと関連付けられ得る。たとえば、ＭＴ
Ｃ　ＷＴＲＵ５０２ａはＩＭＳＩ　１ａと関連付けることができ、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０
２ｂはＩＭＳＩ　２ａと関連付けることができ、そして、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２ｃはＩ
ＭＳＩ　ｎａと関連付けることができる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２ｄはＩＭＳＩ　１ｚと
関連付けることができ、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２ｅはＩＭＳＩ　２ｚと関連付けることが
でき、そして、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２ｆはＩＭＳＩ　ｎｚと関連付けることができる。
【００６４】
　一実施形態において、１グループのＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、グループ識別子、グル
ープＩＭＳＩ、または、ＭＴＣグループ５０８を一意に識別することができる同様のもの
を使用してページングされ得る。グループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、グルー
プＩＭＳＩを割り当てられ得る。グループＩＭＳＩは、グループページングメッセージな
どのグループ５０８にアドレス指定されたページを受信するために使用され得る。
【００６５】
　たとえば、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カード／ユニ
バーサル加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ）カードまたは他のカードなどのメモリ内に、
ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）などのメモリデバイス内に、および／または任意の他
のプロセッサ可読記憶メディア内に、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２が属する１つまたはより多
くのＭＴＣグループに関連する１つまたはより多くのグループＩＭＳＩを記憶することが
できる。
【００６６】
　ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、特定のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２にアドレス指定されたペー
ジングメッセージを受信するための個別のＩＭＳＩを使用することができる。個別のＩＭ
ＳＩは、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カード／ユニバーサル加入者識別モジュール（
ＵＳＩＭ）カードもしくは他のカードなどのメモリ内に、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）などのメモリデバイス内に、および／または任意の他のプロセッサ可読記憶メディア
内に、記憶され得る。
【００６７】
　一実施形態において、グループＩＭＳＩは固定値を含み得る。一実施形態において、グ
ループＩＭＳＩは、変数を含み得る。たとえば、グループＩＭＳＩは、ネットワーク５１
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０との通信を介して初期化および更新され得る。ＭＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴ
ＲＵ５０２は、ネットワーク５１０によって更新されるそれらのグループＩＭＳＩ値をも
ち得る。たとえば、新しいグループＩＭＳＩ値は、非アクセス層（ＮＡＳ）メッセージな
どのメッセージを介してネットワーク５１０によってＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２に通信され
得る。たとえば、グループＩＭＳＩ再割当て命令（ＧＲＯＵＰ　ＩＭＳＩ　ＲＥＡＬＬＯ
ＣＡＴＩＯＮ　ＣＯＭＭＡＮＤ）メッセージなどのメッセージは、グループＩＭＳＩを更
新するために使用することができる。たとえば、ＴＭＳＩ再割当て命令メッセージ内のフ
ィールドは、新しいグループＩＭＳＩ値をＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２に指示するために使用
され得る。フィールドは、たとえば、「グループモバイル識別」フィールドと呼ばれ得る
。ＭＴＣグループ５０８が新しいグループＩＭＳＩ値を受信するとき、そのグループ内の
１つまたはより多くのＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、グループＩＭＳＩ再割当て完了メッセ
ージなどの１つまたはより多くの確認メッセージを送信することによって、応答すること
ができる。
【００６８】
　図６は、ＭＴＣ通信の例示的プロセスを示す。６２０において、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０
２は、受信者ＩＭＳＩを含み得るページングメッセージを受信することができる。６３０
において、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、受信者ＩＭＳＩを個別のＩＭＳＩおよびＭＴＣ　
ＷＴＲＵ５０２に関連するグループＩＭＳＩと比較することができる。６５０において、
ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ページングメッセージを処理するかどうかを判断することが
できる。たとえば、受信者ＩＭＳＩが個別のＩＭＳＩおよび／またはグループベースのＩ
ＭＳＩと一致するとき、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２　ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、そのペー
ジングメッセージがＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２にアドレス指定されていると判断し、続けて
ページングメッセージを処理することができる。
【００６９】
　一実施形態において、一時的グループＩＭＳＩは、ＭＴＣグループ５０８内のＷＴＲＵ
５０２に割り当てられ得る。一時的グループＩＭＳＩは、グループＩＭＳＩを共有するＷ
ＴＲＵ５０２と関連付けられ得る。
【００７０】
　たとえば、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２が、グループＩＭＳＩおよび／または一時的グルー
プＩＭＳＩを含み得るページングメッセージを受信することができるとき。ＭＴＣ　ＷＴ
ＲＵ５０２は、そのページングメッセージに応答するメッセージ内にグループＩＭＳＩお
よび／または一時的グループＩＭＳＩを含み得る。そのページングメッセージに応答する
メッセージは、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２に具体的に関連する識別情報を含み得る、１つま
たはより多くのフィールドを含むことができる。その識別情報は、ＩＭＳＩフィールド、
一時的モバイル加入者識別（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ
　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ、ＴＭＳＩ）フィールド、Ｓ－ＴＭＳＩ（Ｓｅｒｖｉｎｇ－Ｔｅｍｐ
ｏｒａｒｙ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）フィールド、お
よび／または他のフィールドを含み得る。そのページングメッセージに応答するメッセー
ジで送信される情報は、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２およびネットワーク５１０の間の信号伝
達を介して構成され得る。ページングメッセージに応答するメッセージは、たとえば、ペ
ージングメッセージに応答する無線リソース制御（ＲＲＣ）接続要求メッセージであって
よい。
【００７１】
　一実施形態において、ＩＭＳＩは、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２によって使用されて、ＷＴ
ＲＵがページングメッセージを聞こうとすることができるページング機会を判断すること
ができる。たとえば、ＷＴＲＵ５０２は、ＩＭＳＩを使用して、ページングフレームが受
信のために利用可能であるときを判断することができる。ＭＴＣグループ５０８内のＭＴ
Ｃ　ＷＴＲＵ５０２は、そのグループに関連するグループＩＭＳＩを使用して、いつペー
ジングフレームおよび／またはページング機会が生じ得るかを判断することができる。Ｍ
ＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、グループＩＭＳＩに基づいて判断され得る時間にページングメ
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ッセージを受信することができる。たとえば、ＭＴＣグループ５０８は、ページング機会
中に同時にページングメッセージを聞こうとすることができる。ネットワーク５１０が単
一ページングメッセージを送信するとき、ページングメッセージはＭＴＣグループ５０８
内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２によって受信され得る。
【００７２】
　ページング機会の値は、以下のように判定され得る。
ページング機会＝｛（グループＩＭＳＩ　ｄｉｖ　Ｋ）ｍｏｄ（ＤＲＸサイクル長　ｄｉ
ｖ　ＰＢＰ）｝×ＰＢＰ＋ｎ×ＤＲＸサイクル長＋フレームオフセット、但し、システム
フレーム数（ＳＦＮ）が最大値を下回る限りｎ＝０，１，２…であり、そして、Ｋは、ペ
ージングチャネル（ＰＣＨ）を運ぶリストされた２次共通制御物理チャネル（ＳＣＣＰＣ
Ｈ）の数と等しい。ＰＢＰはページングブロック周期性（ＰＢＰ）を表すことができ、そ
して、ＤＲＸサイクル長は不連続受信（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｒｅｃｅｐｔｉｏ
ｎ、ＤＲＸ）サイクル長を表すことができる。たとえば、周波数分割二重通信（ＦＤＤ）
システムで、ＰＢＰは１と等しくてもよい。
【００７３】
　ページングインジケータ（ＰＩ）は、ページングインジケータチャネル（ＰＩＣＨ）上
で送信されて、ページングメッセージがＰＣＨ上で送信されていることを指示することが
できる。たとえば、ページングインジケータ（ＰＩ）はＰＩ＝ＤＲＸインデックス　ｍｏ
ｄ　Ｎｐに基づいて判定可能であり、但し、Ｎｐは無線フレームごとのＰIの数を指示し
、ＤＲＸインデックス＝グループＩＭＳＩ　ｄｉｖ　８１９２である。
【００７４】
　一実施形態において、ＵＥ＿ＩＤパラメータは、ページングフレームおよび／またはペ
ージング機会を判定するために使用することができる。ＵＥ＿ＩＤパラメータは、ＵＥ＿
ＩＤ＝グループＩＭＳＩ　ｍｏｄ　１０２４にしたがって判定され得る。
【００７５】
　ＭＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、グループＩＭＳＩを使用してＳ
ＣＣＰＣＨを選択することができる。たとえば、グループ内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は
、同一ＳＣＣＰＣＨを選択することができる。ＳＣＣＰＣＨは、システム情報ブロック（
ＳＩＢ）メッセージなどのＭＴＣグループ５０８によって受信される１つまたはより多く
のメッセージにリストされたＳＣＣＰＣＨから選択され得る。ＳＣＣＰＣＨは、たとえば
、ＳＩＢ５またはＳＩＢ５ｂｉｓメッセージ内にリストされ得る。ＭＴＣグループ５０８
は、ＳＩＢ５、ＳＩＢ５ｂｉｓ、または他のメッセージにリストされた１つまたはより多
くのＳＣＣＰＣＨからＳＣＣＰＣＨを選択することができる。たとえば、ＳＣＣＰＣＨは
、以下のように選択され得る：
選択されたＳＣＣＰＣＨのインデックス＝グループＩＭＳＩ　ｍｏｄ　Ｋ、但し、ＫはＰ
ＣＨを運ぶリストされたＳＣＣＰＣＨの数と等しい。
【００７６】
　一実施形態において、ＭＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ＩＭＳＩ
値の範囲と関連し得る。たとえば、ＩＭＳＩ値は、異なる範囲に分割することができ、Ｉ
ＭＳＩ値の各範囲はＭＴＣグループに対応し得る。一実施形態において、２１ビットがＩ
ＭＳＩに割り当てられ得る。最初の１５ビットはＩＭＳＩ値を指示するために使用するこ
とができ、そして、その２１ビットのうちの最後の６ビットはグループ範囲を指示するた
めに割り当てることができる。
【００７７】
　図７は、ＭＴＣ通信の例示的プロセスを示す。７２０において、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０
２は、受信者ＩＭＳＩ範囲を含み得るページングメッセージを受信することができる。
【００７８】
　一実施形態において、ページングメッセージは、ＩＭＳＩ範囲の開始および／または終
了を指示する１つまたはより多くのフィールドを含み得る。たとえば、情報要素（ＩＥ）
は、ＩＭＳＩ範囲を指示するために使用することができる。ＩＥは、たとえば、「ＩＭＳ
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Ｉ範囲」フィールドと呼ばれ得る。ＩＥは２つのサブＩＥを含むことができ、１つはＩＭ
ＳＩ範囲内の開始ＩＭＳＩまたは最低値を指示することができ、もう１つはＩＭＳＩ範囲
内の終了ＩＭＳＩまたは最高値を指示することができる。サブＩＥは、たとえば、「ＩＭ
ＳＩ開始」および「ＩＭＳＩ終了」と呼ばれ得る。ＩＥの他の構成および／または他のフ
ィールドは、受信者ＩＭＳＩ範囲に関連する情報を指示することができる。受信者ＩＭＳ
Ｉ範囲情報は、たとえば、ページングメッセージ内のページングレコードに含まれ得る。
【００７９】
　図７に示すように、７３０において、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、受信者ＩＭＳＩ範囲
をＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２に関連するＩＭＳＩと比較することができる。たとえば、ＭＴ
Ｃ　ＷＴＲＵ５０２がＩＭＳＩ範囲情報を含むページングメッセージを受信するとき、Ｍ
ＴＣ　ＷＴＲＵ５０２はＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２に関連するＩＭＳＩが特定の範囲内にあ
るかどうかを判断することができる。７５０において、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、受信
者ＩＭＳＩが受信者ＩＭＳＩ範囲内にあるときに、ページングメッセージがＭＴＣ　ＷＴ
ＲＵ５０２にアドレス指定されていると判断することができる。ＩＭＳＩがＩＭＳＩ範囲
内にある場合、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２はページングメッセージを処理し、ページングメ
ッセージで指示された情報にしたがって進むことができる。
【００８０】
　ＭＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、同じページング機会を使用する
ことができる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ページング機会を計算するために共通値を使
用することができる。たとえば、ＭＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、
「共通ＩＭＳＩ」と呼ばれ得る共通値を使用することができる。共通ＩＭＳＩは、前述の
ようにＰＩ、ＳＣＣＰＣＨ、および／またはＵＥ＿ＩＤを判断するために使用される公式
においてＩＭＳＩ値として使用することができる。共通ＩＭＳＩの値は、たとえば、所定
の値、ＩＭＳＩ範囲内の最低値を指示する値、ＩＭＳＩ範囲の真ん中のＩＭＳＩ値、ＩＭ
ＳＩ範囲の中間のＩＭＳＩ、および／またはＩＭＳＩ範囲内の最高値を指示する値であっ
てよい。一実施形態において、共通ＩＭＳＩ値は、ネットワーク５１０からの信号伝達を
介してＭＴＣグループ５０８内のＷＴＲＵ５０２に指示され得る。ネットワーク５１０に
よって信号伝達される共通ＩＭＳＩは、たとえば、ＩＭＳＩ範囲内のＩＭＳＩ上のＩＭＳ
Ｉ値またはインデックスであってよい。一実施形態において、共通ＩＭＳＩは、ＩＭＳＩ
範囲に関連する１つまたはより多くの値に基づいて判断され得る。たとえば、共通値は、
以下の公式に基づいて判定され得る：
共通ＩＭＳＩ＝（ＩＭＳＩ終了－ＩＭＳＩ開始）／２、
但し、ＩＭＳＩ終了は、ＩＭＳＩ範囲内の最高値、
但し、ＩＭＳＩ開始は、ＩＭＳＩ範囲内の最低値。
【００８１】
　一実施形態において、一時的モバイル加入者識別（ＴＭＳＩ）、パケット－一時的モバ
イル加入者識別（Ｐ－ＴＭＳＩ）、および／またはＳ－ＴＭＳＩ値は、ＩＭＳＩ範囲を参
照して前述したもののような、変更すべきところを変更した、同様の機構を使用する範囲
を使用し、通信され得る。
【００８２】
　ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２がページングメッセージを受信するとき、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５
０２は、受信されたページングメッセージに応答しようと試みることができる。一実施形
態において、１グループのＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２がグループページングメッセージを受
信するとき、そのグループ内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、同時にグループページングメ
ッセージに応答しようと試みることができる。一実施形態において、ＭＴＣグループ５０
８内のＷＴＲＵ５０２のグループページングメッセージに応答するタイミングは、ネット
ワーク輻輳のリスクが低減され得るように、制御することができる。
【００８３】
　図８は、ＭＴＣ通信の例示的プロセスを示す。８１０において、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０
２は、ＭＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２がデータを送信するための期間
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を含み得るページングメッセージを受信することができる。８２０において、ＭＴＣ　Ｗ
ＴＲＵ５０２は、ランダムな値を選択することができる。６３０において、ＭＴＣ　ＷＴ
ＲＵ５０２は、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２がランダムな値に基づくデータを送信するための
サブタイム期間を判定することができる。８４０において、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、
判定されたサブタイム期間中にグループページングメッセージに応答すること、および／
またはデータを送信することができる。
【００８４】
　たとえば、ネットワーク５１０は、その間にＭＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲ
Ｕ５０２がページングメッセージに応答することができる最大の期間を判断することがで
きる。その最大期間は、本明細書において「Ｔｍａｘ」と呼ばれ得る。Ｔｍａｘ値は、Ｍ
ＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２に送信されるグループページングメッセ
ージに含まれ得る。グループページングメッセージを受信したとき、そのグループ内のＭ
ＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、たとえば、ゼロとＴｍａｘの間の、ランダムな値を選択するこ
とができる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、選択された値に対応する時間にページングメッ
セージに応答することができる。
【００８５】
　一実施形態において、ページングメッセージは、Ｔｍａｘ値、および／または、本明細
書で「Ｎｓｐ」と呼ばれ得るサブタイム期間の数を示すフィールドを含み得る。ＭＴＣ　
ＷＴＲＵ５０２は、ゼロとＮｓｐの間のランダムな値を選択することができる。ＭＴＣ　
ＷＴＲＵ５０２は、選択された値に対応する時間にページングメッセージに応答すること
ができる。
【００８６】
　一実施形態において、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、値Ｐなどの永続値を使用して、それ
がページングメッセージに応答することが許されるかどうかを判断することができる。Ｍ
ＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ゼロと１の間の、値Ｒなどのランダムな数を選択することがで
きる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ＰとＲを比較することによって、グループページング
メッセージに応答するかどうかを判断することができる。たとえば、ＲがＰよりも少ない
場合、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、そのＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２がページングメッセージ
に応答することができると判断することができる。そうでない場合、ＷＴＲＵは、ＭＴＣ
　ＷＴＲＵ５０２がそのグループページングメッセージに応答することができるかどうか
を再び判断する前に、「バックオフ時間」期間などの期間待つことができる。バックオフ
期間が終了した後は、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、新しいランダムな値Ｒを選択すること
ができる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、新しいＲをＰに比較して、グループページングメ
ッセージに応答するかどうかを判断することができる。前述のプロセスは、ＷＴＲＵがペ
ージングメッセージに応答するまで、繰り返すことができる。
【００８７】
　一実施形態において、永続値Ｐは、事前定義値でもよく、および／または、ネットワー
ク５１０からＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２に信号伝達され得る。たとえば、Ｐの値は、たとえ
ば、システム情報メッセージ内でＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２に事前に信号伝達することがで
きる。一実施形態において、Ｐは、ＩＭＳＩ、ＴＭＳＩ、もしくはＳ－ＴＭＳＩ値に基づ
いて判定することができ、または、ＩＭＳＩ、ＴＭＳＩ、もしくはＳ－ＴＭＳＩ値の関数
に基づくことができる。たとえば、Ｐは、ＩＭＳＩ、ＴＭＳＩ、および／またはＳ－ＴＭ
ＳＩ値ならびに時間パラメータに基づいて、判定され得る。時間パラメータ値は、たとえ
ば、システム情報メッセージ内で、ＷＴＲＵによって取得される、たとえば、システムフ
レーム数であってよい。ＩＭＳＩ、ＴＭＳＩ、もしくはＳ－ＴＭＳＩ値にＰの基礎を置く
ことによって、異なるＷＴＲＵは、より速いアクセス時間を提供されて、異なる期間でペ
ージングメッセージに応答することができる。
【００８８】
　たとえば、永続値Ｐは、ページングメッセージで指示されることができ、またはそこに
含まれることができる。たとえば、グループページングメッセージは、ありうるＰ値の所
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定のまたは事前に信号伝達されるセットへのインデックスに含み得る。グループページン
グメッセージは、ＷＴＲＵの数の所定のまたは事前信号伝達される範囲にいくつかのＷＴ
ＲＵまたはインデックスを指示することができる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、指示され
たＷＴＲＵの数および／または指示されたインデックス値に基づいて値Ｐおよび／または
バックオフ時間を判定することができる。たとえば、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、指示さ
れたＷＴＲＵの数に基づいて永続値Ｐを判定することができる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２
は、指示されたＷＴＲＵの数を１つの数に掛けることによって、バックオフ期間を判定す
ることができる。
【００８９】
　一実施形態において、ＭＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、サブグル
ープに分けることができる。各サブグループは、異なる期間を使用してページングメッセ
ージに応答することができる。たとえば、ＭＴＣグループ５０８は、ＮＭＴＣ　ＷＴＲＵ
５０２を含み得る。ＮＷＴＲＵは、各サブグループ内にＮ／Ｍ　ＷＴＲＵを有するＭサブ
グループに分けることができる。Ｍの値は、Ｎの関数でもよく、使用可能な帯域幅および
／もしくは送信するデータの量に依存してもよく、固定値でもよく、ならびに／または、
ネットワーク５１０によってＭＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２に信号伝
達されてもよい。たとえば、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２の第１のサブグループ、または第１
のＮ／Ｍ　ＷＴＲＵは、第１の事前に判定された秒数内にページングメッセージに応答す
ることができる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２の第２のサブグループ、または第２のＮ／Ｍ　
ＷＴＲＵ５０２は、最後のＮ／Ｍ　ＷＴＲＵが応答するまで、その後の第２の事前に判定
された秒数内などに、ページングメッセージに応答することができる。説明のため、第１
のＮ／Ｍ　ＷＴＲＵは、第２の０から第２のＹの間にページングメッセージに応答するこ
とができ、第２のＮ／Ｍ　ＷＴＲＵは、最後のＮ／Ｍ　ＷＴＲＵが応答するまで、第２の
Ｙと第２の２Ｙの間などに、ページングメッセージに応答することができる。
【００９０】
　ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ＩＭＳＩ値を使用してＷＴＲＵをサブグループに分けるこ
とができる。たとえば、前述のように、ＷＴＲＵ５０２は、ＩＭＳＩ範囲を介してグルー
プページングメッセージを受信することができる。ＭＴＣグループ５０８に対応するＩＭ
ＳＩ範囲は、２次範囲（ｓｕｂ－ｒａｎｇｅ）に分けることができる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ
５０２は、そのサブグループにＷＴＲＵのＩＭＳＩが属するかに基づいてその伝送時間を
判定することができる。ＩＭＳＩ２次範囲を指示する値は、ネットワーク５１０からＭＴ
Ｃグループ５０８内のＷＴＲＵ５０２に信号伝達可能であり、固定値によってＩＭＳＩ範
囲を分けることによって判定可能であり、ＷＴＲＵによって個別に判定可能であり、およ
び／または、ページングメッセージに含まれ得る。
【００９１】
　一実施形態において、ＭＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２がグループペ
ージングメッセージを受信するとき、そのグループ内の１サブセットのＭＴＣ　ＷＴＲＵ
５０２は、グループページングメッセージに応答することができる。たとえば、１つまた
はより多くのグループ内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ネットワーク５１０にＲＲＣ要求
を送信することによって、そのグループページングメッセージに応答することができる。
【００９２】
　そのグループページングメッセージに応答することができるそのグループ内のＭＴＣ　
ＷＴＲＵ５０２のサブセットは、判断可能である。たとえば、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は
、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２が受信されたＭＴＣグループページングメッセージに応答すべ
きかどうかを指示することができるデフォルト情報で構成することができる。そのデフォ
ルト情報は、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２によってＳＩＭ／ＵＳＩＭカード内に、ＲＡＭ内に
、および／または任意のプロセッサ可読記憶メディア内に記憶され得る。
【００９３】
　たとえば、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、１つまたはより多くのパラメータに基づいて、
グループページングメッセージに応答するかどうかを判断することができる。そのパラメ
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ータは、ＷＴＲＵの個別のＩＭＳＩ、ＷＴＲＵがそのメッセージに応答しなければならな
いデータの量、ＷＴＲＵのデバイスタイプ、ＷＴＲＵがそのメッセージに応答して送信し
なければならないデータのタイプ、ＷＴＲＵが送信することができるデータの優先度、お
よび／または、そのページングメッセージに含まれる情報を含み得るが、これらに限定さ
れない。
【００９４】
　たとえば、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ページングメッセージ内の情報に基づいてペー
ジングメッセージに応答すると判断することができる。たとえば、ページングメッセージ
は、特定のＷＴＲＵがそのページングメッセージに応答すべきかどうかを指定することが
できるインデックスを含み得る。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、インデックスを第２のパラ
メータと比較してページングメッセージに応答するかどうかを判断することができる。第
２のパラメータは、ネットワーク５１０からＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２によって受信可能で
あってよく、および／または、事前構成パラメータであってよい。
【００９５】
　ＭＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２がページングメッセージを受信する
とき、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、グループページング応答メッセージに応答するかどう
かを判断することができる。ページング応答メッセージは、ページング応答メッセージが
グループページングメッセージに応答して送信されることを反映することができる。たと
えば、ページング応答メッセージは、たとえば、ＩＭＳＩ、グループＩＭＳＩ、ＩＭＳＩ
範囲、ＴＭＳＩ、もしくはＳ－ＴＭＳＩ、および／または、ＭＴＣグループ５０８が識別
され得る同様のものを含み得るグループ識別フィールドを含むことができる。ページング
応答は、送信者が１グループのＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２について応答していることを指示
することができる原因値を含み得る。たとえば、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、同一ＭＴＣ
グループ５０８に属するＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２のためにＲＲＣ接続を要求することがで
きる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ＲＲＣ接続セットアップメッセージを聞こうとするこ
とができ、受信することができる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ＲＲＣ接続セットアップ
完了メッセージを送信することができる。
【００９６】
　たとえば、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ページングメッセージ内の情報に基づいてその
ページングメッセージに応答しないと判断することができる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は
、ＲＲＣ接続セットアップメッセージを聞こうとすることができる。たとえば、ＭＴＣ　
ＷＴＲＵ５０２は、ＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージを送信しないことがある。
【００９７】
　ネットワーク５１０は、応答メッセージを受信したときに、その応答メッセージが個別
のまたはグループの応答メッセージであるかどうかを識別フィールドに含まれる情報のタ
イプに基づいて判断することができる。たとえば、識別フィールドがグループＩＭＳＩま
たはＩＭＳＩ範囲を含む場合、ネットワーク５１０は、その応答メッセージがグループ応
答メッセージであると判断することができる。識別フィールドがＩＭＳＩを含む場合、ネ
ットワーク５１０は、その応答メッセージが個別の応答メッセージであると判断すること
ができる。
【００９８】
　一実施形態において、応答メッセージがグループ応答メッセージであると判断したとき
に、ネットワーク５１０は、ＭＴＣグループ５０８に属するＷＴＲＵ５０２がネットワー
ク５１０への接続を試みている可能性があると考えることができる。たとえば、ネットワ
ーク５１０が１つのまたは１サブセットのＲＲＣ接続要求を特定のＭＴＣグループ５０８
に属するＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２から受信することができるとき、ネットワーク５１０は
、グループの接続要求としてそのような１つまたはより多くの要求を扱うことができる。
たとえば、ネットワーク５１０は、ＭＴＣグループ５０８内のすべてのＷＴＲＵ５０２が
ＲＲＣ接続を要求したかのように、そのような１つまたはより多くの要求を扱うことがで
きる。
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【００９９】
　たとえば、ＲＲＣ接続要求内のＩＥは、ＲＲＣ接続要求が個別のＷＴＲＵに関連するか
または１グループのＷＴＲＵに関連するかを指示することができる。たとえば、ＩＥは、
メッセージを送信するＷＴＲＵがＲＲＣ接続を要求していることをネットワーク５１０に
指示することができる。ＩＥは、送信するＷＴＲＵが属するＭＴＣグループ５０８内のＷ
ＴＲＵがＲＲＣ接続を要求していることをネットワーク５１０に指示することができる。
【０１００】
　ページング応答メッセージを送信した後、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ランダムアクセ
スチャネル（ＲＡＣＨ）手続きを実行することができる。ＲＡＣＨ手続き中に、ＭＴＣ　
ＷＴＲＵ５０２は、一時的セル無線ネットワーク一時識別子（ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃｅ
ｌｌ　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ、Ｃ－
ＲＮＴＩ）を含み得る１つまたはより多くのメッセージを受信することができる。これは
、たとえば、ＲＡＣＨ応答メッセージ内で受信され得る。ＲＡＣＨ応答メッセージは、Ｗ
ＴＲＵによって送信されるメッセージのプリアンブルの識別子を含み得る。プリアンブル
は、たとえば、そのページング応答メッセージ内に、そのＲＡＣＨ手続き中に送信される
メッセージ内に、および／または任意の他のメッセージに含まれ得る。
【０１０１】
　ページング応答メッセージに応答して、ネットワーク５１０は、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０
２にＲＲＣ接続セットアップメッセージを送信することができる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０
２は、一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用してＲＲＣ接続セットアップメッセージを受信すること
ができる。
【０１０２】
　一実施形態において、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ＲＡＣＨ手続きを介する以外のやり
方で一時的Ｃ－ＲＮＴＩを受信することができる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ページン
グメッセージを受信することができ、ページング応答メッセージを送信しないと判断する
ことができる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ＲＡＣＨ手続きを実行しないことがあり、Ｒ
ＡＣＨ手続き中に一時的Ｃ－ＲＮＴＩを受信しなかった可能性がある。
【０１０３】
　たとえば、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ページングメッセージ内の一時的Ｃ－ＲＮＴＩ
を取得することができる。ページングメッセージは、一時的Ｃ－ＲＮＴＩ値を含み得るフ
ィールドを含み得る。ページングメッセージは、１セットの事前に信号伝達された、あり
うる値の間の特定の一時的Ｃ－ＲＮＴＩ値を指示することができるインデックスを含み得
る。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２がページングメッセージを受信
した後に送信されるあらゆるＲＡＣＨ応答メッセージをモニタすることができる。ＭＴＣ
　ＷＴＲＵ５０２は、そのＲＡＣＨ応答メッセージで受信され得る一時的Ｃ－ＲＮＴＩ値
を記憶することができる。たとえば、ＷＴＲＵは、記憶された一時的Ｃ－ＲＮＴＩ値のう
ちの１つまたはより多くを使用し、ダウンリンク共用チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）上のＲＲ
Ｃ接続セットアップメッセージを聞こうとすることができる。
【０１０４】
　たとえば、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ブロックを転送し、その転送ブロック内のメデ
ィアアクセス制御（ＭＡＣ）制御要素内のフィールドをそのＭＴＣグループの識別および
／または一時的Ｃ－ＲＮＴＩ値と比較することができる。ＭＡＣ制御要素内のデータがＭ
ＴＣグループ５０８の識別と一致した場合、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、その転送ブロッ
クがＲＲＣ接続セットアップメッセージに相当すると判断することができる。ＭＡＣ制御
要素内のデータが一時的Ｃ－ＲＮＴＩと一致した場合、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、その
転送ブロックがＲＲＣ接続セットアップメッセージに相当すると判断することができる。
転送ブロックがＲＲＣ接続セットアップメッセージに相当すると判断した後、ＭＴＣ　Ｗ
ＴＲＵ５０２は、その転送ブロックに含まれるＲＲＣ接続セットアップメッセージを受信
および処理することができる。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ネットワーク５１０から１つ
またはより多くのメッセージ内のありうる一時的Ｃ－ＲＮＴＩ値の範囲を受信することが
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できる。これは、ありうる一時的Ｃ－ＲＮＴＩ値の数を減らすことができる。その１つま
たはより多くのメッセージは、たとえば、システム情報メッセージを含み得る。
【０１０５】
　たとえば、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２がＲＲＣ接続セットアップメッセージを受信しなか
ったとき、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、タイマの満了時におよび／またはＲＲＣ接続セッ
トアップメッセージの受信時にＲＲＣ接続要求メッセージを送信することができる。一実
施形態において、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、たとえＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２が前にＲＲ
Ｃ接続要求を送信した場合でも、ＲＲＣ接続要求メッセージを送信することができる。タ
イマの持続期間は、たとえば、ネットワーク５１０からＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２によって
受信された１つまたはより多くのメッセージで指示され得る。タイマの持続期間は、ネッ
トワーク５１０によって提供され得る最大値までランダムに選択することができる。これ
は、ＲＲＣ接続セットアップメッセージのない複数のＷＴＲＵがそのような試みを同時に
行うことを防ぐことができる。一実施形態において、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２が所与のペ
ージングメッセージの受信時に行うことができるＲＲＣ接続の試みの最大数が存在し得る
。ＲＲＣ接続要求メッセージを送信した後、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、そのＲＲＣ接続
要求メッセージに応答するＲＲＣ接続セットアップメッセージを受信することができる。
【０１０６】
　一実施形態において、ネットワーク５１０は、ＲＲＣ接続要求の受信なしに、ＲＲＣ接
続セットアップメッセージをＭＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２に送信す
ることができる。たとえば、ネットワーク５１０は、ＲＲＣ接続要求の受信なしに、ＭＴ
Ｃ　ＷＴＲＵをページングした後にＲＲＣ接続セットアップメッセージを送信することが
できる。ネットワーク５１０は、ＲＲＣ接続要求内のネットワーク５１０に通常は運ばれ
る情報を取得することができる。たとえば、ネットワーク５１０は、ＭＴＣ　ＷＴＲＵに
関連する加入情報を介してＭＴＣ　ＷＴＲＵの能力などの情報を取得することができる。
たとえば、ＭＴＣサーバは、ページング手続きの前にまたはその最中にネットワーク５１
０にＲＲＣ接続要求内に通常は含まれるその情報を送信することができる。
【０１０７】
　一実施形態において、ネットワーク５１０は、単一グループＲＲＣ接続セットアップメ
ッセージをＭＴＣグループ５０８に送信することができる。たとえば、グループＲＲＣ接
続セットアップメッセージは、ＭＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２にアド
レス指定され得る。グループＲＲＣ接続セットアップメッセージは、ＭＴＣグループ５０
８を識別することができるフィールドを含み得る。たとえば、そのフィールドは、グルー
プＩＭＳＩ、ＩＭＳＩ範囲、または、ＭＴＣグループ５０８が識別され得る同様のものを
含み得る。ＲＲＣ接続セットアップメッセージは、ＭＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　Ｗ
ＴＲＵ５０２が使用すべき構成を指示することができる。ＲＲＣ接続セットアップメッセ
ージは、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２がデフォルト構成を使用することができることを指示す
ることができる。各ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、デフォルト構成に関連する情報を記憶す
ることができる。そのデフォルト構成は、ＭＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５
０２について、異なってもまたは同じであってよい。
【０１０８】
　グループＲＲＣ接続セットアップメッセージは、グループ一時的識別をＭＴＣグループ
５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２に割り当てることができる。たとえば、グループＵＴ
ＲＡＮ無線ネットワーク一時識別子（Ｕ－ＲＮＴＩ）、グループセル無線ネットワーク一
時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）、グループＥ－ＤＣＨ無線ネットワーク一時識別子（Ｅ－ＲＮ
ＴＩ）、および／または他の一時的識別情報が、ＭＴＣグループ５０８に割り当てられ得
る。
【０１０９】
　グループＲＲＣ接続セットアップメッセージを受信するＭＴＣグループ５０８内のＭＴ
Ｃ　ＷＴＲＵ５０２は、ＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージを送信することができる
。一実施形態において、ＭＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ＲＲＣ接
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続セットアップ完了メッセージを個別に送信することができる。一実施形態において、１
サブセットのＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージを送信
することができる。
【０１１０】
　たとえば、ＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージを送信することができるそのグルー
プ内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２のサブセットが、判定され得る。その判定は、ＭＴＣ　Ｗ
ＴＲＵ５０２の構成に基づき得る。たとえば、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、ＭＴＣ　ＷＴ
ＲＵ５０２がＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージを送信すべきかどうかを指示するこ
とができるデフォルト情報で構成され得る。デフォルト情報は、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２
によってＳＩＭ／ＵＳＩＭカード内に、ＲＡＭ内に、および／または任意のプロセッサ可
読記憶メディア内に、記憶され得る。たとえば、その判定は、ＲＲＣ接続セットアップメ
ッセージ内の１つまたはより多くのパラメータに基づき得る。そのパラメータは、ＭＴＣ
　ＷＴＲＵ５０２の個別のＩＭＳＩ、および／または、ＲＲＣ接続セットアップ完了メッ
セージを送信することができるＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２のデバイスタイプを含み得るがこ
れらに限定されない。
【０１１１】
　ＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージは、ＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージが
個別のＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージまたはグループＲＲＣ接続セットアップ完
了メッセージであるかを指示することができる１つまたはより多くのフィールドを含み得
る。個別のＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージは、特定のＷＴＲＵのためにＭＴＣ　
ＷＴＲＵ５０２によって送信され得る。グループＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージ
は、ＭＴＣグループ５０８のために送信され得る。
【０１１２】
　一実施形態において、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、専用制御チャネル（ＤＣＣＨ）およ
び／または専用転送チャネル（ＤＴＣＨ）上で送信されるメッセージのＭＡＣヘッダ内に
１つまたはより多くのグループ識別子を含み得る。たとえば、ＭＡＣヘッダは、グループ
Ｕ－ＲＮＴＩおよび／またはグループＣ－ＲＮＴＩを含み得る。ＭＡＣヘッダは、個別の
ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２を識別するための１つまたはより多くの個別のインデックスを含
み得る。たとえば、各インデックスは、ＭＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０
２を一意に識別することができる。インデックスは、たとえば、ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２
に事前定義インデックスとして割り当てられ得る。インデックスは、ＳＩＭ／ＵＳＩＭカ
ード内に、ＲＡＭ内に、および／または任意のプロセッサ可読記憶メディア内に記憶され
得る。ネットワーク５１０は、ＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージを受信することが
でき、ＭＡＣヘッダ内のグループ識別子および個別のインデックスに基づいて、どの１つ
またはより多くのＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２がＲＲＣ接続セットアップメッセージを送信し
たかを判断することができる。
【０１１３】
　ＲＲＣ接続セットアップメッセージは、ＭＡＣヘッダ内にグループＥ－ＲＮＴＩおよび
個別のＷＴＲＵインデックスを含み得る。これらの内容を有するメッセージは、たとえば
、エンハンスドセル（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｃｅｌｌ）－順方向アクセスチャネル（ＦＡＣ
Ｈ）が使用される場合に、および／または、ＦＡＣＨもしくはＲＡＣＨ手続きのコンテン
ション解決段階中に、送信され得る。グループＥ－ＲＮＴＩおよび／または個別のＷＴＲ
Ｕインデックスは、ＲＲＣ接続メッセージ内のＭＡＣ－ｉヘッダ内に含まれ得る。ＭＴＣ
　ＷＴＲＵ５０２は、Ｅ－ＡＧＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｇｒａｎｔ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）などのチャネル上でＣＮからグループＥ－ＲＮＴＩおよび個別のインデッ
クスを受信することができる。
【０１１４】
　一実施形態において、ネットワーク５１０は、グループＲＲＣ接続セットアップメッセ
ージをＭＴＣグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２に送信することができる。一実
施形態において、ネットワーク５１０は、ページングメッセージを最初に送信することな
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しに、グループＲＲＣ接続セットアップメッセージを直接に送信することができる。ＭＴ
Ｃグループ５０８内のＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は、モニタリング機会を起こして、事前に
判定された期間について共通チャネルをモニタすることができる。モニタリング機会はま
た、ＤＲＸ周期を脱するＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２を含み得る。ＭＴＣ　ＷＴＲＵ５０２は
、共通チャネルをモニタして、ＭＴＣグループ５０８にアドレス指定された１つまたはよ
り多くのメッセージがそのチャネルで送信されるかどうかを判断することができる。モニ
タリング機会は、ページング機会に対応することができ、１サブセットのページング機会
を含み得、および／または、異なるＤＲＸパターンに基づき得る。
【０１１５】
　本明細書に記載の例示的実施形態はＩＰアドレスとの関連で実行されるが、本技法は他
のネットワークアドレスにも適用することを理解されたい。様々な実施形態が様々な図面
に関して説明されているが、他の同様の実施形態が使用可能であり、修正および追加が、
様々な実施形態の同じ機能をそこから逸脱することなしに実行するために、本明細書に記
載の実施形態に行われ得ることを理解されたい。したがって、実施形態は、任意の単一の
実施形態に限定されるべきではなく、添付の特許請求の範囲にしたがった広さおよび範囲
で解釈されるべきである。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図１Ｄ】

【図１Ｅ】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成23年12月9日(2011.12.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グループベースのマシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）通信を実行する方法であって、
　受信者国際移動電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ）を表す情報要素を含むページングメッ
セージを受信するステップと、
　前記受信者ＩＭＳＩを、ワイヤレス送信および受信ユニット（ＷＴＲＵ）に関連する個
別のＩＭＳＩ、および、複数のＭＴＣ　ＷＴＲＵを有するＭＴＣグループに関連するグル
ープベースのＩＭＳＩと比較するステップと、
　前記個別のＩＭＳＩおよび前記グループベースのＩＭＳＩのうち少なくとも１つが前記
受信者ＩＭＳＩ範囲内であるときに、前記ページングメッセージを処理するステップと
　を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　ページング機会を前記グループベースのＩＭＳＩに基づいて判断するステップをさらに
有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ページングメッセージは前記複数のＭＴＣ　ＷＴＲＵがデータを送信するための期
間を有し、
　前記期間内の前記ＷＴＲＵに関連する送信時間を示す値をランダムに選択するステップ



(30) JP 2013-520097 A 2013.5.30

と、
　データを前記送信時間中に送信するステップと
　をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記期間は複数のサブタイム期間を有し、
　ランダムに値を選択するステップであって、サブタイム期間をランダムに選択すること
を含む、ステップと、
　データを前記送信時間中に送信するステップであって、データを前記サブタイム期間中
に送信することを含む、ステップと
　を有することを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ページングメッセージは前記複数のＭＴＣ　ＷＴＲＵが前記ページングメッセージ
に応答するための期間を有し、
　０と１の間のランダムな値を選択するステップと、
　前記ランダムな値を永続値と比較するステップと、
　前記ページングメッセージに応答するかどうかを、該比較の結果に基づいて判断するス
テップと
　をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　事前に判定された期間を待つステップと、
　０と１の間の第２のランダムな値を選択するステップと、
　前記第２のランダムな値を前記永続値と比較するステップと、
　前記ページングメッセージに応答するかどうかを、該比較の結果に基づいて判断するス
テップと
　をさらに有することを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　グループベースのマシンツーマシン通信を実行するように構成されたマシンタイプ通信
（ＭＴＣ）ワイヤレス送信および受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、複数のＭＴＣ　Ｗ
ＴＲＵを有するＭＴＣグループの部分であるＷＴＲＵにおいて、
　個別の国際移動電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ）を記憶し、および、
　グループベースのＩＭＳＩを記憶する
　ように構成されたメモリと、
　受信者ＩＭＳＩ範囲を表す情報要素を含むページングメッセージを受信するように構成
されたトランシーバと、
　前記受信者ＩＭＳＩ範囲を前記個別のＩＭＳＩおよび前記グループベースのＩＭＳＩと
比較し、および、
　前記ページングメッセージを、前記個別のＩＭＳＩおよび前記グループベースのＩＭＳ
Ｉのうち少なくとも１つが前記受信者ＩＭＳＩ範囲内であるときに、処理する
　ように構成されたプロセッサと
　を備えることを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項８】
　前記プロセッサはさらに、ページング機会を前記グループベースのＩＭＳＩに基づいて
判断するように構成されることを特徴とする請求項７に記載のＷＴＲＵ。
【請求項９】
　前記ページングメッセージは前記複数のＭＴＣ　ＷＴＲＵがデータを送信するための期
間を有し、前記プロセッサはさらに、
　前記期間内の前記ＷＴＲＵに関連する送信時間を表すランダムな値を選択するように構
成され、
　前記トランシーバはさらに、データを前記サブタイム期間中に送信するように構成され
る
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　ことを特徴とする請求項７に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１０】
　複数のサブタイム期間を有し、並びに、前記プロセッサはさらに、ランダムにサブタイ
ム期間を選択するように構成され、および、前記トランシーバはさらに、前記サブタイム
期間中に前記ページングメッセージに応答するように構成されることを特徴とする請求項
９に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１１】
　前記ページングメッセージは前記複数のＭＴＣ　ＷＴＲＵがデータを送信するための期
間を有し、前記プロセッサはさらに、
　０と１の間のランダムな値を選択し、
　前記ランダムな値を永続値と比較し、および、
　データを送信するかどうかを、該比較の結果に基づいて判断する
　ように構成されることを特徴とする請求項７に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１２】
　前記プロセッサはさらに、
　事前に判定された期間を待ち、
　０と１の間の第２のランダムな値を選択し、
　前記第２のランダムな値を前記永続値と比較し、および、
　データを送信するかどうかを、該比較の結果に基づいて判断する
　ように構成されることを特徴とする請求項１１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１３】
　前記プロセッサはさらに、
　前記受信者ＩＭＳＩが前記グループベースのＩＭＳＩと一致するという判断に基づいて
、前記ページングメッセージに応答するかどうかを判断する
　ように構成されることを特徴とする請求項７に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１４】
　前記プロセッサはさらに、
　前記受信者ＩＭＳＩが前記グループベースのＩＭＳＩと一致するという判断に基づいて
、接続要求を送信するかどうかを判断する
　ように構成されることを特徴とする請求項７に記載のＷＴＲＵ。



(32) JP 2013-520097 A 2013.5.30

10

20

30

40

【国際調査報告】
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