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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信ネットワークのインターワーキング機能（ＩＷＦ）により、マシンタイ
プ通信サーバ（ＭＴＣサーバ）から、前記ＭＴＣサーバと複数のＭＴＣデバイスとの間の
通信を開始するためのトリガを受信するステップと、
　前記ＩＷＦにより、セルブロードキャストセンター（ＣＢＣ）を含む第一モジュールへ
の第一リファレンスポイントを介して、または、モビリティマネジメントエンティティ（
ＭＭＥ）もしくはサービング汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）サポートノード（Ｓ
ＧＳＮ）を含む第二モジュールへの第二リファレンスポイントを介して、無線アクセスネ
ットワーク（ＲＡＮ）を使用して前記複数のＭＴＣデバイスにトリガリング指示を送信す
るステップと、
　を備え、
　前記トリガリング指示を送信するステップは、前記第二モジュールへの前記第二リファ
レンスポイントを介してページングメッセージにおいて行われ、
　前記ページングメッセージは、前記複数のＭＴＣデバイスのうちの個々のＭＴＣデバイ
スに、ＭＴＣシステム情報ブロック（ＳＩＢ）のブロードキャスト伝送を通知し、
　前記ＭＴＣ　ＳＩＢは、ＭＴＣトリガ指示と、前記複数のＭＴＣデバイスのグループを
示すＭＴＣグループＩＤとを含み、
　前記ＲＡＮは、ユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）である
方法。



(2) JP 5887640 B2 2016.3.16

10

20

30

40

50

【請求項２】
　前記ＭＴＣ　ＳＩＢは、複数のＭＴＣグループのためのＭＴＣトリガ情報を含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記受信するステップは、前記ＭＴＣサーバと前記複数のＭＴＣデバイスとの間の前記
通信を開始するための前記トリガを指示し、かつ、ＭＴＣアプリケーションＩＤを含むメ
ッセージを受信する、請求項１又は２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、全ての目的で明細書全体が参照により本明細書に組み込まれる２０１１年１
１月４日に出願の「Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ（高度ワイヤレス通信システムおよび
技術）」と題する米国特許仮出願第６１／５５６，１０９号に対する優先権を主張する、
２０１２年９月１１日に出願の「Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　Ａｎｄ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔ
ｉｏｎｓ　Ｆｏｒ　Ｔｒｉｇｇｅｒｉｎｇ　Ａ　Ｐｌｕｒａｌｉｔｙ　Ｏｆ　Ｗｉｒｅｌ
ｅｓｓ　Ｄｅｖｉｃｅｓ（複数のワイヤレスデバイスをトリガするための技術および構成
）」と題する米国特許出願第１３／６１０，７７２号に対する優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本開示の実施形態は、一般にワイヤレス通信システムの分野に関し、特に、例えばワイ
ヤレス通信ネットワークにおいてマシンタイプ通信（ＭＴＣ）デバイス等の複数のワイヤ
レスデバイスをトリガするための技術および構成に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ブロードバンド速度での情報の転送を促進するモバイルネットワークの開発および配備
が続けられている。このようなネットワークは本明細書において、ブロードバンドワイヤ
レスアクセス（ＢＷＡ）ネットワークと俗に称されうる。多様なタイプのデバイスが、ブ
ロードバンドワイヤレス技術において使用されうる。このようなデバイスには、例えばパ
ーソナルコンピュータ、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、ウルトラブック
、タブレット、ハンドヘルドデバイス、および音楽プレーヤ、デジタルカメラ等、ワイヤ
レスブロードバンドネットワークを介して通信するように構成されたその他の家電が含ま
れる。
【０００４】
　マシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）は、ワイヤレスおよびワイヤードシステムが人間の介入な
しで他のデバイスと通信することを可能にする技術をさしうる。Ｍ２Ｍは、例えばセンサ
またはメータ等のデバイスを使用して情報を収集し、この情報が、情報を意味のあるデー
タに翻訳するアプリケーションにネットワーク（例えばワイヤレス、ワイヤードまたはハ
イブリッド）を通じてリレーされうる。デバイスは、例えばＢＷＡネットワーク内のＭＴ
Ｃサーバと通信するように構成されたマシンタイプ通信（ＭＴＣ）デバイスでありうる。
世界中のＢＷＡネットワークの拡大とこれに伴う速度／帯域幅の増加およびワイヤレス通
信の電力減少により、Ｍ２Ｍ通信の成長が促進されている。ＭＴＣデバイスにより送信さ
れるデータの量は非常に小さいが、多数のこれらのデバイスが組み合わせられればネット
ワーク上の負荷が増加しうる。
【０００５】
　ＭＴＣデバイスのユーザは、ＭＴＣデバイスからの通信を制御し、ＭＴＣデバイスによ
るＭＴＣサーバのランダムアクセスを防止するために、ＭＴＣデバイスとＭＴＣサーバと
の間の通信につきポールモデルを所望しうる。さらに、ＭＴＣデバイスが通信を開始する
いくつかの応用例では、ＭＴＣサーバがＭＴＣデバイスからデータをポーリングすること
が所望されうる。マシンタイプ通信（ＭＴＣ）データ等の少量のデータペイロードの伝送
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のために複数のワイヤレスデバイス（例えばＭ２Ｍデバイス）をトリガする現在の技術は
、非効率的または新たなＢＷＡネットワークには不適合でありうる。
【０００６】
　添付の図面とあわせた以下の詳細な説明により、実施形態が容易に理解される。この説
明を促進するために、同様の参照番号は同様の構造要素をさす。添付の図面には、実施形
態が限定ではなく例示として示されている。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】いくつかの実施形態によるブロードバンドワイヤレスアクセス（ＢＷＡ）ネット
ワークの例を示した概略図である。
【図２】いくつかの実施形態による複数のワイヤレスデバイスをトリガするためのシステ
ムアーキテクチャを示した概略図である。
【図３】いくつかの実施形態による複数のワイヤレスデバイスをトリガするためのスキー
ムの例を示した概略図である。
【図４】いくつかの実施形態によるメッセージ識別子（ｍｅｓｓａｇｅ　ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｅｒ）情報要素（ＩＥ：ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を示した概略図で
ある。
【図５】いくつかの実施形態によるメッセージ内容（ｍｅｓｓａｇｅ　ｃｏｎｔｅｎｔ）
情報要素（ＩＥ）を示した概略図である。
【図６】いくつかの実施形態によるメッセージ内容情報要素（ＩＥ）のメッセージ内容例
を示した概略図である。
【図７】いくつかの実施形態によるトリガ指示子（ｔｒｉｇｇｅｒ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
）情報要素（ＩＥ）を示した概略図である。
【図８】いくつかの実施形態によるトリガ－少量データ情報（ｔｒｉｇｇｅｒ－ｓｍａｌ
ｌ　ｄａｔａ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）情報要素（ＩＥ）を示した概略図である。
【図９】いくつかの実施形態によるショートメッセージサービスセルブロードキャスト（
ＳＭＳＣＢ）情報要素（ＩＥ）を示した概略図である。
【図１０】いくつかの実施形態によるＳＭＳＣＢメッセージ（ＳＭＳＣＢ　ｍｅｓｓａｇ
ｅ）情報要素（ＩＥ）を示した概略図である。
【図１１】いくつかの実施形態による複数のワイヤレスデバイスをトリガするためのスキ
ームの別の例を示した概略図である。
【図１２】いくつかの実施形態による複数のワイヤレスデバイスをトリガするための方法
を示した流れ図である。
【図１３】本明細書に記載の様々な実施形態を実践するために使用されうるシステム例を
示した概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本開示の実施形態は、例えばワイヤレス通信ネットワークにおいてマシンタイプ通信（
ＭＴＣ）デバイス等の複数のワイヤレスデバイスをトリガするための技術および構成を提
供する。以下の詳細な説明においては、本明細書の一部を形成する添付の図面が参照され
、図面の全体において同様の数字は同様の部分をさし、図面には本開示の主題が実践され
うる実施形態が例示される。本開示の範囲を逸脱することなく他の実施形態が利用されて
よく、構造的または論理的変更がなされうることが理解されるべきである。したがって、
以下の詳細な説明は限定の意味で解釈されてはならず、実施形態の範囲は添付の請求項お
よびその等価物により定義される。
【０００９】
　本開示の目的上、「Ａおよび／またはＢ」の語句は、（Ａ）、（Ｂ）または（Ａおよび
Ｂ）を意味する。本開示の目的上、「Ａ、Ｂ、および／またはＣ」の語句は、（Ａ）、（
Ｂ）、（Ｃ）、（ＡおよびＢ）、（ＡおよびＣ）、（ＢおよびＣ）、または（Ａ、Ｂおよ
びＣ）を意味する。
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【００１０】
　説明には「一実施形態では」または「複数の実施形態では」の語句を使用しうるが、こ
れはそれぞれ、同じまたは異なる実施形態の一つ以上をさしうる。さらに、本開示の実施
形態に関して使用されるところの「備える」、「含む」、「有する」などの用語は同義で
ある。
【００１１】
　本明細書において用いられるところの、「モジュール」という用語は、一つ以上のソフ
トウェアまたはファームウェアプログラムを実行する特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）
、電子回路、プロセッサ（共有、専用、またはグループ）および／またはメモリ（共有、
専用、またはグループ）、組み合わせロジック回路、ならびに／または説明された機能性
を提供する他の適切な構成要素をさし、その一部であり、またはそれを含みうる。
【００１２】
　本明細書においては、第三世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ：３ｒｄ　Ｇ
ｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）およびその派生物、Ｗ
ｉＭＡＸフォーラム、アイトリプルイー（ＩＥＥＥ：Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｆｏｒ　Ｅｌ
ｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１６
規格（例えばＩＥＥＥ８０２．１６－２００５改訂版）、ロングタームエボリューション
（ＬＴＥ：ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）プロジェクトとこれに伴う任意の
改訂、更新、および／または修正（例えばアドバンストＬＴＥプロジェクト、ウルトラモ
バイルブロードバンド（ＵＭＢ：ｕｌｔｒａ　ｍｏｂｉｌｅ　ｂｒｏａｄｂａｎｄ）プロ
ジェクト（「３ＧＰＰ２」とも呼称される）など）により特定される一つ以上のプロトコ
ルに合致して動作するネットワークを含むブロードバンドワイヤレスアクセス（ＢＷＡ）
ネットワークに関して例示的実施形態が記載されうる。ＩＥＥＥ８０２．１６に適合した
ＢＷＡネットワークは、一般にＩＥＥＥ８０２．１６規格の合致および相互運用性試験を
パスした製品の証明マークであるＷｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔ
ｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓを表す頭字語をとってＷｉＭＡＸネット
ワークと呼ばれる。他の実施形態では、本明細書に記載される通信スキームは、追加的／
代替的通信規格、仕様、および／またはプロトコルに適合しうる。例えば、本開示の実施
形態は、類似の利点が得られる他のタイプのワイヤレスネットワークに適用されうる。か
かるネットワークには、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、ワイヤレ
スパーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）および／またはワイヤレスワイドエリアネ
ットワーク（ＷＷＡＮ）、例えばセルラネットワークなどが含まれうるが、これに限定さ
れない。
【００１３】
　以下の実施形態は、モバイルワイヤレス無線システムにおける伝送器および受信器を含
む多様な応用例で使用されうる。本発明の実施形態の範囲内に特に含まれる無線システム
には、ネットワークインタフェースカード（ＮＩＣ）、ネットワークアダプタ、基地局、
アクセスポイント（ＡＰｔ）、リレーノード、エンハンストノードＢ、ゲートウェイ、ブ
リッジ、ハブおよび衛星無線電話が含まれるがこれに限定されない。さらに、本発明の実
施形態の範囲内の無線システムには、衛星システム、パーソナル通信システム（ＰＣＳ）
、双方向無線システム、グローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）、双方向ページャ
、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）および関連の周辺機器、パーソナルデジタルアシスタ
ント（ＰＤＡ）、パーソナルコンピューティングアクセサリ、ならびに本質的に関連し、
本明細書の実施形態の原理が適切に適用されうる全ての既存のシステムおよび将来生まれ
るシステムが含まれうる。
【００１４】
　図１は、いくつかの実施形態によるブロードバンドワイヤレスアクセス（ＢＷＡ）ネッ
トワーク１００の例を示した概略図である。ＢＷＡネットワーク１００は、一つ以上の無
線アクセスネットワーク（ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋｓ）（以下「ＲＡ
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Ｎ２０」）とコアネットワーク２５とを含みうる。ＢＷＡネットワーク１００は、本明細
書においてより一般的にワイヤレス通信ネットワークと呼称されうる。
【００１５】
　ユーザ機器（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）１５は、例えばＲＡＮ２０内の基
地局４０、４２等の一つなどの基地局（ＢＳ：ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）を含む無線リ
ンク（「リンク」）を介してコアネットワーク２５にアクセスしうる。ＵＥ１５は、例え
ば一つ以上のプロトコルに合致して基地局４０、４２と通信するように構成された加入者
局でありうる。以下の説明は、議論を簡単にするため３ＧＰＰに合致するＢＷＡネットワ
ーク１００の例について提供されるが、本開示の主題はこの点に関して限定されず、記載
された実施形態は、本明細書に記載される原理から利益を享受する他のワイヤレス通信ネ
ットワークに当てはまりうる。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、基地局４０、４２は、以下で「ｅＮＢ局」と称する一つ以上
のノードＢ（一般に３ＧＰＰ　ＬＴＥにおけるイボルブドノードＢ、エンハンストノード
Ｂ、ｅノードＢ、ｅＮＢとも表される）と、多入力多出力（ＭＩＭＯ：ｍｕｌｔｉｐｌｅ
－ｉｎｐｕｔ　ａｎｄ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ）通信スキームを使用して通信
するように構成されたＵＥ１５とを含みうる。基地局４０、４２は、一つ以上のアンテナ
、エアインタフェース上で伝送または受信される信号を変調および／または復調する一つ
以上の無線モジュール、およびエアインタフェース上で伝送および受信される信号を処理
する一つ以上のデジタルモジュールを含みうる。ＵＥ１５の一つ以上のアンテナを使用し
て、（例えば基地局４０、４２のアンテナに対応しうる）ＢＷＡネットワーク１００の複
数のそれぞれのコンポーネントキャリアの無線リソースが同時に利用されうる。いくつか
の実施形態では、ＵＥ１５は、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎ
ａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を例
えばダウンリンク通信に用い、および／または、シングルキャリア周波数分割多元接続（
ＳＣ－ＦＤＭＡ）を例えばアップリンク通信に用いて通信するように構成されうる。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、ＵＥ１５は、別のマシンと通信するように構成され、マシン
タイプ通信（ＭＴＣ）デバイスと呼称されうる。ＭＴＣデバイスという用語は、人間のイ
ンタラクションを必要とせずに別のマシンと通信するように構成されるデバイスをいう。
例えば、ＭＴＣデバイスは、一または複数のサーバ５０のうちのサーバと通信するように
構成されうる。ＭＴＣデバイスは、ワイヤレス送受信器に電気的に結合されたセンサのよ
うに単純でありうる。ワイヤレス送受信器は、ＷＰＡＮ、ＷＬＡＮ、およびＷＷＡＮの少
なくとも一つと通信するように構成されうる。ＭＴＣデバイスは、マシンツーマシン通信
に使用されうるスマートフォン、タブレットコンピューティングデバイス、またはワイヤ
レスラップトップなど、単純なデバイスから複雑なデバイスまで多様でありうる。ＭＴＣ
デバイスには、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅ（２００５）もしくは８０２．１６ｍ（２００９
）により定義される移動局または一般にＲｅｌ．８／９／１０と呼称される３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ８（２００８）、Ｒｅｌｅａｓｅ９（２００９）、またはＲｅｌｅ
ａｓｅ１０（２０１１）により定義されるユーザ機器が含まれうる。本明細書で用いられ
るところのＭＴＣという用語は、「マシンツーマシン」（Ｍ２Ｍ）という用語を含むもの
ともみなされ、「マシンツーマシン」（Ｍ２Ｍ）という用語は「ＭＴＣ」という用語と同
義であるものとみなされる。いくつかの実施形態では、ＵＥ１５は、ＲＡＮ２０を介して
サーバからトリガリング指示を受信したことに応答してサーバ（例えば一または複数のサ
ーバ５０のなかのＭＴＣサーバ）との通信を確立するように構成される複数のワイヤレス
デバイス（例えばＭＴＣデバイス）またはワイヤレスデバイスのグループを表しうる。
【００１８】
　図１はＵＥ１５を携帯電話として一般的に示すが、様々な実施形態においてＵＥ１５は
、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ノートブック、ウルトラブック、ネットブック、ス
マートフォン、ウルトラモバイルＰＣ（ＵＭＰＣ）、ハンドヘルドモバイルデバイス、汎
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用ＩＣカード（ＵＩＣＣ：ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ
　ｃａｒｄ）、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、加入者宅内機器（ＣＰＥ：
Ｃｕｓｔｏｍｅｒ　Ｐｒｅｍｉｓｅ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、タブレット、またはＭＰ３
プレーヤ、デジタルカメラなど、その他の家電でありうる。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、ＲＡＮ２０を介したＵＥ１５との通信は、一または複数のノ
ード４５を介して促進されうる。一または複数のノード４５は、コアネットワーク２５と
ＲＡＮ２０との間のインタフェースとして働きうる。様々な実施形態によれば、一または
複数のノード４５は、基地局４０、４２とコアネットワーク２５（例えば一または複数の
サーバ５０）との間のシグナリング交換（例えばＵＥ１５の認証）を管理するように構成
されるモバイルマネジメントエンティティ（ＭＭＥ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎ
ｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）（例えば図２のＳＧＳＮ／ＭＭＥ５８）、インターネット６５へのゲ
ートウェイルータを提供するパケットデータネットワークゲートウェイ（ＰＧＷ）（例え
ば図２のＧＧＳＮ／ＰＧＷ５１）、および／またはＲＡＮ２０の基地局４０、４２とＰＧ
Ｗとの間のユーザデータトンネルまたは経路を管理するサービングゲートウェイ（ＳＧＷ
）を含みうる。他の実施形態では他のタイプのノードが使用されうる。
【００２０】
　コアネットワーク２５は、ＵＥ１５のＢＷＡネットワーク１００との接続状態を提供す
るためにＵＥ１５の認証または通信リンクの確立に関連付けられたその他のアクションを
提供するためのロジック（例えばモジュール）を含みうる。例えば、コアネットワーク２
５は、基地局４０、４２に通信可能に結合されうる一または複数のサーバ５０を含みうる
。一実施形態では、一または複数のサーバ５０は、ユーザの国際移動加入者識別番号（Ｉ
ＭＳＩ：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎ
ｔｉｔｙ）、認証情報などのユーザパラメータを管理するために使用されうるホーム加入
者サーバ（ＨＳＳ：Ｈｏｍｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｅｒｖｅｒ）（例えば図２のＨ
ＬＲ／ＨＳＳ５６）を含みうる。コアネットワーク２５は、他のサーバ、インタフェース
、およびモジュールを含みうるが、その一部は図２に関連してさらに記載される。一また
は複数のサーバ５０は、いくつかの実施形態ではオーバーディエア（ＯＴＡ：ｏｖｅｒ－
ｔｈｅ－ａｉｒ）サーバを含みうる。いくつかの実施形態では、例えば単一のマシンまた
はモジュールにおいて組み合わせられることを含めて、一または複数のサーバ５０の異な
る機能性に関連付けられたロジックが組み合わせられて、いくつかのサーバが減少させら
れうる。
【００２１】
　様々な実施形態によれば、ＢＷＡネットワーク１００は、インターネットプロトコル（
ＩＰ：Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ベースのネットワークである。例えば、コ
アネットワーク２５は、ＩＰベースのネットワークでありうる。ネットワークノード（例
えば一または複数のノード４５）間のインタフェースはＩＰベースであり、基地局４０、
４２へのバックホール接続を含みうる。いくつかの実施形態では、ＢＷＡネットワーク１
００は、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション（ＧＳＭ（登録商標）：
Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）、
汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ：Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ）、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）、高速パケットア
クセス（ＨＳＰＡ：Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）、イボルブド
ＨＳＰＡ（Ｅ－ＨＳＰＡ：Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＨＳＰＡ）、またはロングタームエボリュー
ション（ＬＴＥ）ネットワークを含む。いくつかの実施形態では、ＲＡＮ２０は、ＥＤＧ
ＥがＧＳＭ（登録商標）エボリューション用エンハンストデータ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄ
ａｔａ　ｆｏｒ　ＧＳＭ（登録商標）　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）を表すＧＳＭ（登録商標）
　ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク（ＧＥＲＡＮ：ＧＳＭ（登録商標）　ＥＤＧＥ　Ｒ
ａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ユニバーサル地上波無線アクセスネットワ
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ーク（ＵＴＲＡＮ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、またはイボルブドＵＴＲＡＮ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ：Ｅｖｏｌｖ
ｅｄ　ＵＴＲＡＮ）を含みうる。ＢＷＡネットワーク１００は、他の実施形態では他のネ
ットワーク技術にしたがって動作しうる。
【００２２】
　ＲＡＮ２０がＵＴＲＡＮである実施形態では、基地局４０、４２は、ＵＥ１５と通信す
るように構成されたｅＮＢ局および／または無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ：Ｒ
ａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）を表しうる。ＲＡＮ２０がＧＥＲＡ
Ｎである実施形態では、基地局４０、４２は、基地伝送局（ＢＴＳ：ｂａｓｅ　ｔｒａｎ
ｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｓｔａｔｉｏｎ）を介してＵＥ１５（例えばＭＴＣデバイス等の移動
局）と通信するように構成された基地局コントローラ（ＢＳＣ：ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏ
ｎ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）を表しうる。
【００２３】
　ダウンリンク（ＤＬ）伝送は、基地局（例えば基地局４０または４２）からＵＥ１５（
例えばＭＴＣデバイス）への通信であればよく、アップリンク（ＵＬ）伝送は、ＵＥ１５
から基地局（例えば基地局４０または４２）への通信であればよい。
【００２４】
　図２は、いくつかの実施形態による、複数のワイヤレスデバイスをトリガするためのシ
ステムアーキテクチャ２００を示した概略図である。システムアーキテクチャ２００は、
いくつかの実施形態では、複数のＭＴＣデバイスにトリガリング指示を効率的に通信する
ように構成されうる。例えば、ユーザ機器（ＵＥ）１５は、伝送のための少量の情報を収
集するスマートメータまたはセンサを含み、またはこれと通信可能に結合されうる（例え
ば温度、在庫等についての情報を収集するように構成された健康モニタデバイス、自販機
など）。いくつかの実施形態では、ＵＥ１５は複数のＭＴＣデバイスを表し、各ＭＴＣデ
バイスがＲＡＮ２０とワイヤレスで通信するように構成されうる。いくつかの実施形態で
は、アプリケーションサーバ２６は、コアネットワーク２５のサーバとの通信を確立する
ようにＵＥ１５をトリガするように構成されうる。例えばＵＥ１５は、サービス能力サー
バ（ＳＣＳ：Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｓｅｒｖｅｒ）５２にデータペ
イロード（例えばセンサまたはメータ測定値、在庫レベル等のＭＴＣ情報を含むＭＴＣデ
ータペイロード）を送信するようにトリガされうる。データペイロードは、いくつかの実
施形態では、少量のデータペイロードを定義するように事前構成された閾値より小さけれ
ばよい。事前構成された閾値は、いくつかの実施形態では、加入またはネットワークオペ
レータポリシーによりセットされうる。
【００２５】
　様々な実施形態によれば、少量のデータペイロードがＵＥ１５によりＲＡＮ２０および
コアネットワーク２５を介してＳＣＳ５２またはアプリケーションサーバ２６に送信され
、または少量のデータペイロードがアプリケーションサーバ２６またはＳＣＳ５２により
コアネットワーク２５およびＲＡＮ２０を介してＵＥ１５に送信されうる。例えば、アプ
リケーションサーバ２６は、ユーザ機器（ＵＥ）１５に少量のデータペイロードを送信し
、および／またはその送信をトリガするように（例えばＭＴＣユーザにより）構成されう
る。アプリケーションサーバ２６は、例えばインターネット接続（例えば図１のインター
ネット６５）を使用して、コアネットワーク２５と通信可能に結合されうる。別の例では
、ＵＥ１５と通信可能または動作可能に結合されたＭＴＣアプリケーション２４が、ＵＥ
１５からＳＣＳ５２および／またはアプリケーションサーバ２６に少量のデータペイロー
ドを送信し、またはその送信をトリガするように構成されうる。いくつかの実施形態では
、ＵＥ１５は、少量のデータペイロードを送信もしくは受信し、および／またはＭＴＣア
プリケーション２４と通信するように別途構成されたＭＴＣデバイスである。いくつかの
実施形態では、ＵＥ１５は、ＭＴＣアプリケーション２４を含みうる。
【００２６】
　システムアーキテクチャ２００はＳＣＳ５２を含み、ＳＣＳ５２は少量データ（例えば
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ＭＴＣ）通信のために構成されたＵＥ（例えばＵＥ１５）と通信するためにコアネットワ
ーク２５に接続するように構成される。ＳＣＳ５２は、少量のデータペイロードの伝送を
トリガするためにＭＴＣ－ＩＷＦ５４等のインターワーキング機能（ＩＷＦ：Ｉｎｔｅｒ
ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）と通信するようにさらに構成されうる。いくつかの
実施形態では、ＳＣＳ５２はＭＴＣサーバであり、またはＭＴＣサーバとアプリケーショ
ンサーバとを含みうる。
【００２７】
　ＭＴＣ－ＩＷＦ５４は、ＳＣＳ５２とＭＴＣ－ＩＷＦ５４との間のＴｓｐリファレンス
ポイントまたはインタフェース（以下「リファレンスポイント」）を終端しうる。ＭＴＣ
－ＩＷＦ５４は、内部公衆地上モバイルネットワーク（ＰＬＭＮ：ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎ
ｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）トポロジを隠し、Ｔｓｐリファレンスポイントを介
して使用されるシグナリングプロトコルをリレーまたは変換してＰＬＭＮの特定の機能性
を呼び出すように構成されうる。いくつかの実施形態では、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４は、コア
ネットワーク２５との通信が確立されおよび／またはＳＣＳ５２からの制御プレーンリク
エストが認可される前にＳＣＳ５２を認証しうる。様々な実施形態によれば、モジュール
（例えば５４、５８）間の破線は制御プレーンを表し、モジュール間の実線はユーザプレ
ーンを表す。モジュール間に特定のプレーンが示されうるが、他の実施形態は追加的また
は代替的なプレーンを含みうる。
【００２８】
　一実施形態では、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４は、例えばＳＧＳＮ／ＭＭＥ５８等のモビリティ
マネジメントエンティティ（ＭＭＥ：Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔ
ｉｔｙ）および／またはサービングＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービス）サポートノー
ド（ＳＧＳＮ：Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）を含むモジュー
ル間のＴ５ａ／Ｔ５ｂリファレンスポイントを終端しうる。いくつかの実施形態では、Ｔ
５ａリファレンスポイントはＳＧＳＮ／ＭＭＥ５８のＳＧＳＮ上で終端し、Ｔ５ｂリファ
レンスポイントはＳＧＳＮ／ＭＭＥ５８のＭＭＥ上で終端しうる。別の実施形態では、Ｍ
ＴＣ－ＩＷＦ５４は、例えばＨＬＲ／ＨＳＳ５６等のホームロケーションレジスタ（ＨＬ
Ｒ：Ｈｏｍｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）および／またはホーム加入者サー
バ（ＨＳＳ）を含むモジュール間のＳ６ｍリファレンスポイントを終端しうる。
【００２９】
　様々な実施形態によれば、Ｔ５ａ／Ｔ５ｂリファレンスポイントは、ＳＣＳ５２からの
指示に基づいてネットワーク（例えば３ＧＰＰ　ＰＬＭＮ）に制御パケット情報を送信す
るために使用されうる。Ｓ６ｍリファレンスポイントは、ＭＴＣデバイス識別子またはＭ
ＴＣアプリケーション識別子から識別子（例えばＩＭＳＩまたは移動局国際加入者ディレ
クトリ番号（ＭＳＩＳＤＮ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
ｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ｎｕｍｂｅｒ）等の３ＧＰＰ内部デバ
イス識別子）を取得することによりダウンリンク通信のためのルーティング情報を導出す
るために使用されうる。いくつかの実施形態では、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４は、Ｔ５ａ／Ｔ５
ｂリファレンスポイントを介して複数のＭＴＣデバイスにトリガリング指示を有するペー
ジングメッセージを送信することにより複数のＭＴＣデバイス（例えばＵＥ１５）をトリ
ガするように構成されうる。
【００３０】
　一実施形態では、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４は、セルブロードキャストセンター（ＣＢＣ）６
０とＭＴＣ－ＩＷＦ５４との間のＴ６リファレンスポイントを終端しうる。ＭＴＣ－ＩＷ
Ｆ５４は、Ｔ６リファレンスポイントおよびＣＢＣ６０とＲＡＮ２０との間のＩｕＣＢリ
ファレンスポイントを介して複数のＭＴＣデバイスにブロードキャストメッセージを送信
することにより複数のＭＴＣデバイスをトリガするように構成されうる。いくつかの実施
形態では、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４は、セルブロードキャストエンティティ（ＣＢＥ）の機能
性を行いうる。いくつかの実施形態では、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４は、例えばブロードキャス
ト伝送のためのＣＢＳメッセージのいくつかのページに分けることを含めて、セルブロー
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ドキャスティングサービス（ＣＢＳ）メッセージをフォーマットするために使用されうる
。したがって、いくつかの実施形態ではいくつかのＣＢＳメッセージがブロードキャスト
されうる。ＭＴＣ－ＩＷＦ５４は、ＣＢＣ６０を通じてＣＢＳメッセージをブロードキャ
ストするように構成されうる。例えば、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４は、ＭＴＣグループのＭＴＣ
デバイスがアイドルモードの場合にはトリガして起こし、少量データ伝送目的でＳＣＳ５
２との通信を確立させるために、ＭＴＣグループのＭＴＣデバイスにブロードキャストメ
ッセージを送信するように構成されうる。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、ＣＢＣ６０は、セルブロードキャストエンティティ（ＣＢＥ
）６２とＣＢＣ６０との間のＴｃｂｓリファレンスポイントを終端しうる。いくつかの実
施形態では、ＣＢＥ６２によりＣＢＣ６０にＴｃｂｓリファレンスポイントを介してトリ
ガリングメッセージが送信されうる。例えば、ＣＢＥ６２は、いくつかの実施形態ではコ
ロケートされまたはＳＣＳ５２の一部として実装されうる。この点でＣＢＣ６０は、ＳＣ
Ｓ５２（例えばＣＢＥ６２を含む）とＣＢＣ６０との間のリファレンスポイントを終端し
うる。
【００３２】
　システムアーキテクチャ２００は、ＨＬＲ／ＨＳＳ５６とＳＧＳＮ／ＭＭＥ５８との間
のＧｒ／Ｓ６ａ／Ｓ６ｄリファレンスポイント、ＳＣＳ５２とＧＧＳＮ／ＰＧＷ５１との
間のリファレンスポイントＴｉ、アプリケーションサーバ２６とＳＣＳ５２との間のリフ
ァレンスポイントアプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）、ＳＧＳＮ
／ＭＭＥ５８とＲＡＮ２０との間のリファレンスポイントＳ１、およびＲＡＮ２０とＵＥ
１５との間のリファレンスポイントＵｍ／Ｕｕ／ＬＴＥ－ＵＵをさらに含みうる。リファ
レンスポイントは、提供された名称例に限定されず、他の実施形態においては他の名称で
呼称されうる。システムアーキテクチャ２００は、他の実施形態では他のリファレンスポ
イントを含みうる。
【００３３】
　システムアーキテクチャ２００は、シグナリングオーバーヘッド、ネットワークリソー
ス、または再配分の遅延等のネットワークインパクトが減少した少量のデータペイロード
の伝送のための複数のＭＴＣデバイスのトリガをサポートしうる。いくつかの実施形態で
は、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４により複数のＭＴＣデバイスにトリガリング指示が送信される際
には複数のＭＴＣデバイス（例えばＵＥ１５）のうちの一または複数のＭＴＣデバイスが
ＲＡＮ２０に（例えば確立された無線リソース制御（ＲＲＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）接続により）アタッチまたはデタッチされうる。さらに、いくつ
かの実施形態では、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４により複数のＭＴＣデバイスにトリガリング指示
が送信される際には複数のＭＴＣデバイス（例えばＵＥ１５）のうちの一または複数のＭ
ＴＣデバイスが接続モードまたはアイドルモードでありうる。
【００３４】
　ＭＴＣデバイスの数が増加するにしたがい、全てがほぼ同じ時に通信することを試みる
多数のＭＴＣデバイスに対処することが一つの課題である。例えば、大きな電力会社は、
ＷＷＡＮを介して各顧客のユーティリティ使用値をワイヤレスで報告するためにＭＴＣデ
バイスを使用しうる。伝送局が広いエリアにわたるデータのリクエストを送信した場合、
何万ものＭＴＣデバイスが同時にＲＡＮ２０に接続して、指定されたデータの通信を試み
うる。これはＲＡＮ２０を溢れさせ、ＭＴＣデバイスによる報告を潜在的に妨げうること
が明らかである。
【００３５】
　多数のＭＴＣデバイスからの通信の潜在的洪水に対処する一つのやり方は、ＭＴＣデバ
イスをグループに分割することである。各ＭＴＣデバイスに、グループに対応する値（例
えばグループ識別（ＩＤ）値）が割り当てられうる。グループＩＤ値は、ユーザまたは製
造業者により割り当てられうる。あるいは、グループＩＤ値は、インターネットアドレス
または媒体アクセス制御（ＭＡＣ）アドレス等の別の値に基づきうる。グループＩＤ値は
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静的でありうる。あるいは、グループＩＤ値は動的であり、値が必要時または所望時に割
り当てまたは変更されることが可能でありうる。例えば、グループが大きくなりすぎた場
合、グループ内のＭＴＣデバイスが通信する際のＲＡＮ上の負荷を平均するためにグルー
プの一部のメンバーが別のグループに割り当てられうる。
【００３６】
　各ＭＴＣデバイスにグループＩＤ値が割り当てられる場合には、選択された数のＭＴＣ
デバイスが所与の時間に通信するように指定されうる。通信には、ＭＴＣデバイスとＲＡ
Ｎ２０との間の接続を確立することを含みうる。通信は、ＭＴＣデバイスでＲＡＮ２０か
らデータを受信することまたはＭＴＣデバイスからＲＡＮ２０にデータを送信することも
含みうる。
【００３７】
　多くのＭＴＣアプリケーションでは、ＭＴＣデバイスと、いくつかの実施形態ではＭＴ
Ｃサーバと呼称されうるＭＴＣデバイスと通信するように指定されたサーバ（例えばＳＣ
Ｓ５２）等のマシンとの間の通信を可能するためにポールタイプモデルが使用されうる。
ポールタイプモデルでは、ＳＣＳ５２が通信するためにＭＴＣデバイスにポーリングしう
る。ポールタイプモデルが使用されるときには、ＭＴＣデバイスは、ＳＣＳ５２によりト
リガされずに通信することがないように構成されうる。
【００３８】
　ＭＴＣデバイスと通信するためのポールタイプモデルの使用には、多くの利点がある。
例えば、ＭＴＣユーザ（例えば輸送管理会社）は、ＭＴＣデバイスからの通信を制御しう
る。ＭＴＣデバイスは、ＳＣＳ５２にランダムにアクセスしない。これにより、ＲＡＮが
ＭＴＣデバイスのトラフィックにより溢れる可能性を減少させるように通信タイムライン
がデザインされることが可能になる。また、ＭＴＣデバイスが典型的に通信を開始するア
プリケーションでは、ＳＣＳ５２がＭＴＣデバイスからデータをポーリングすることがな
お時折必要でありうる。したがって、一実施形態では、選択されたＭＴＣデバイスをＳＣ
Ｓ５２と通信するようにトリガするためにグループＩＤ値が使用されうる。
【００３９】
　一実施形態では、ＣＢＳを使用してＲＡＮ２０を介してＳＣＳ５２から選択されたＭＴ
Ｃデバイスにトリガが通信されうる。特に、ＧＥＲＡＮまたはＵＴＲＡＮ仕様に基づいて
動作するように構成される、本明細書でＧＥＲＡＮまたはＵＴＲＡＮシステムと呼称され
るシステムにおいては、ＣＢＳが、グループＩＤ値を含むトリガ指示を複数のＭＴＣデバ
イスにＲＡＮ２０を介して通信するように構成されうる。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、ＣＢＳが、グループＩＤ値を含むトリガ指示を複数のＭＴＣ
デバイスにＲＡＮ２０を介して通信するように構成されうる。各ＭＴＣデバイスは、一ま
たは複数のＭＴＣグループＩＤ値を認識するＭＴＣアプリケーション（例えばＭＴＣアプ
リケーション２４）を含みうる。前述のように、各ＭＴＣデバイスのＭＴＣグループＩＤ
値は、静的でも動的でもよい。この例では、ＳＣＳ５２からの通信は、ＭＴＣ－ＩＷＦ５
４を介して制御プレーン上でセルブロードキャストセンター（ＣＢＣ）６０に送信されう
る。
【００４１】
　様々な実施形態によれば、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４を一または複数のＭＴＣサーバ（例えば
ＳＣＳ５２）に接続するためにＴｓｐリファレンスポイントが使用されうる。Ｔｓｐリフ
ァレンスポイントは、ＳＣＳ５２からのデバイストリガリクエストの受信をサポートし、
デバイストリガリクエストの許否をＳＣＳ５２に報告し、デバイストリガ配信の成功また
は失敗をＳＣＳ５２に報告し；トリガリクエストへの応答の一部として輻輳／負荷制御情
報をＳＣＳ５２に提供しうる。Ｔｓｐリファレンスポイントは、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４とＳ
ＣＳ５２との間の通信にオプションのセキュリティおよびプライバシー保護も提供しうる
。Ｔｓｐリファレンスポイントは、ＳＣＳ５２をＵＴＲＡＮベースのネットワークおよび
ＧＥＲＡＮベースのネットワークを含む３ＧＰＰネットワーク等のＷＷＡＮネットワーク
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と接続するために３ＧＰＰネットワーク外のエンティティがＭＴＣ－ＩＷＦ５４と関連の
制御プレーンシグナリングを通信するために使用するリファレンスポイントでありうる。
【００４２】
　図３は、いくつかの実施形態による、複数のワイヤレスデバイスをトリガするためのス
キーム３００の例を示した概略図である。スキーム３００の例は、例えばＲＡＮ２０がＵ
ＴＲＡＮまたはＧＥＲＡＮを含む場合に使用されうる。
【００４３】
　図２および３を参照すると、３０２で、ＳＣＳ５２と複数のＭＴＣデバイス（例えばＵ
Ｅ１５）との間の通信をトリガするためにＳＣＳ５２がＭＴＣ－ＩＷＦ５４にトリガを送
信しうる。ＳＣＳ５２は、トリガリング指示を受信する複数のターゲットＵＥ（例えばＵ
Ｅ１５）を指示するためにトリガリングメッセージにＭＴＣデバイス識別子（ＩＤ）、グ
ループＩＤ、および／またはＭＴＣアプリケーションＩＤを含むトリガリングメッセージ
を送信しうる。いくつかの実施形態では、ＳＣＳ５２は、複数のターゲットＵＥへの伝送
のために少量のデータペイロードをＭＴＣ－ＩＷＦ５４へのメッセージにさらに含み、ま
たは別途送信しうる。他の実施形態では、アプリケーションサーバ２６が、ＭＴＣ－ＩＷ
Ｆ５４にトリガリングメッセージを直接送信しうる。いくつかの実施形態では、３０２で
のＴｓｐリファレンスポイントを介した伝送のために、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４とＳＣＳ５２
との間に安全な接続が確立されうる。
【００４４】
　３０４では、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４が、３０２でトリガを受信したことに応答して、Ｔ６
リファレンスポイントを介してＣＢＣ６０にトリガリング指示を送信しうる。いくつかの
実施形態では、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４は、ＣＢＣ６０が複数のＭＴＣデバイスに転送するた
めのトリガリング指示を含むブロードキャストメッセージ（例えばＣＢＳメッセージ）を
ＣＢＣ６０に送信しうる。例えば、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４はＣＢＥの機能性を行い、複数の
ＭＴＣデバイスへのブロードキャスト伝送のためにＣＢＳメッセージをフォーマットしう
る（例えばＣＢＳメッセージをいくつかのページに分ける）。ＣＢＳメッセージは、ブロ
ードキャスト伝送を受信予定のターゲットＭＴＣデバイスを識別する情報をさらに含みう
る。
【００４５】
　あるいは、３０２および３０４でのアクションの代わりに、ＳＣＳ５２は、３０２でト
リガリング指示をＣＢＣに送信（例えばリファレンスポイントＴｃｂｓを介して）するよ
うに構成されうる。このような実施形態では、ＣＢＥ６２は、コロケートまたはＳＣＳ５
２の一部として実装され、ＣＢＣ６０が複数のＭＴＣデバイスに転送するためのトリガリ
ング指示を含むブロードキャストメッセージ（例えばＣＢＳメッセージ）をＣＢＣ６０に
送信するように構成されうる。例えば、ＳＣＳ５２はＣＢＥ６２の機能性を行い、複数の
ＭＴＣデバイスへのブロードキャスト伝送のためにＣＢＳメッセージをフォーマットしう
る（例えばＣＢＳメッセージをいくつかのページに分ける）。ＣＢＳメッセージは、ブロ
ードキャスト伝送を受信予定のターゲットＭＴＣデバイスを識別する情報をさらに含みう
る。
【００４６】
　３０６では、ＣＢＣ６０が、３０４または３０５で受信されたトリガリング指示に応答
して、複数のＭＴＣデバイスへのトリガリング指示の伝送のためにリファレンスポイント
ＩｕＣＢを介してＲＡＮ２０にトリガリング指示を送信しうる。例えば、ＣＢＣ６０はＣ
ＢＳメッセージをＲＡＮ２０に送信または転送しうる。ＲＡＮ２０がＧＥＲＡＮである実
施形態では、ＲＡＮ２０は、基地局コントローラ（ＢＳＣ）および基地送受信システム（
ＢＴＳ：Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ）を含みうる。このような実
施形態では、ＣＢＣ６０は、ブロードキャストのためにトリガリング指示を含むＷＲＩＴ
Ｅ－ＲＥＰＬＡＣＥメッセージをＢＳＣに送信しうる。ＣＢＣは、ＣＢＳメッセージがブ
ロードキャストされるべきセルのセットを決定し、ＢＳＣを介してＲＡＮ２０のＢＴＳに
ＣＢＳメッセージ（例えば固定長のＣＢＳメッセージ）を送信することによりブロードキ
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ャストを行いうる。
【００４７】
　表１は、ＧＥＲＡＮにおいて複数のＭＴＣデバイスのトリガを指示するように構成され
たＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬＡＣＥメッセージの内容例を示す。ＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬＡＣＥ
メッセージは、見てとれるように、情報要素（ＩＥ）、リファレンス（ｒｅｆｅｒｅｎｃ
ｅ）、タイプ（ｔｙｐｅ）、および長さ（ｌｅｎｇｔｈ）についての値を含みうる。タイ
プフィールドは、情報要素の存在が必須（Ｍ：ｍａｎｄａｔｏｒｙ）か、オプション（Ｏ
：ｏｐｔｉｏｎａｌ）か、条件付き（Ｃ：ｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ）かを指示する値を含
む。長さフィールドは、情報要素のオクテットのサイズまたは長さを指示する値を含む。
ＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬＡＣＥメッセージは、本明細書に記載のメッセージ識別子ＩＥ（例
えば図４のメッセージ識別子ＩＥ４００）を含みうる。
【００４８】
【表１】
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　表１－ＧＥＲＡＮにおけるＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬＡＣＥメッセージの内容例
【００４９】
　図４を簡単に参照すると、いくつかの実施形態によるメッセージ識別子情報要素（ＩＥ
）４００が概略的に示されている。メッセージ識別子ＩＥ４００は、ＣＢＳメッセージの
ソースおよびタイプを識別するために使用されうる。メッセージ識別子ＩＥ４００は、メ
ッセージ識別子ＩＥ４００の特徴を指示する一または複数のビットを含みうる。例えば、
いくつかの実施形態では、メッセージ識別子ＩＥ４００は、要素識別子（ｅｌｅｍｅｎｔ
　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を指示する８ビットの第一オクテット（オクテット１）ならび
にメッセージ識別子を指示する第二オクテット（オクテット２）および第三オクテット（
オクテット３）を含みうる。メッセージ識別子ＩＥ４００は、他の実施形態ではメッセー
ジ識別子ＩＥ４００の特徴を指示する他のビット配分により構成されうる。
【００５０】
　メッセージ識別子ＩＥ４００は、ＭＴＣデバイスのグループトリガリングを指示する値
をメッセージ識別子フィールドに含みうる。例えば、メッセージ識別子フィールドは、十
進数で６４０１～４０９５９、１６進数で１９０１～９ＦＦＦの範囲の値を含みうる。こ
れらの範囲内のメッセージ識別子値が「サーチリスト」にあれば、ＵＥ１５はＣＢＳメッ
セージの受信を試みる。メッセージ識別子値は、１９０１～９ＦＦＦの１６進数の範囲内
でＭＴＣデバイスのグループトリガリングのために割り当てられうる。いくつかの実施形
態では、６４０１の値を有するメッセージ識別子は、ＭＴＣトリガＣＢＳメッセージを指
示し、６４０２の値を有するメッセージ識別子は、少量データＣＢＳメッセージを指示す
る。メッセージ識別子は、グループＣＢＳメッセージを指示する他の値を有しうる。メッ
セージ識別子は、他の実施形態ではＭＴＣトリガおよび／または少量データ伝送を指示す
るために他の値を有しうる。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、ＵＥ１５は、ＣＢＳメッセージのメッセージ識別子がＵＥ１
５のローカルに記憶された「サーチリスト」のメッセージ識別子とマッチしたときにＣＢ
Ｓメッセージを受信するように構成されうる。「サーチリスト」は、例えば、ＵＥ１５の
加入者識別モジュール（ＳＩＭ：ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ　ｍｏｄｕｌ
ｅ）上のセルブロードキャストメッセージ識別子（Ｃｅｌｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｍｅ
ｓｓａｇｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）ファイル（例えばＥＦＣＢＭＩ、ＥＦＣＢＭＩＤ、
またはＥＦＣＢＭＩＲファイル）に記憶されたメッセージ識別子を含みうる。例えば、Ｕ
Ｅ１５は、サーチリスト中のＭＴＣトリガ、少量データ、および／またはグループＣＢＳ
メッセージを指示するメッセージ識別子を有するＣＢＳメッセージを受信し、サーチリス
ト中にないメッセージ識別子を有するＣＢＳメッセージを廃棄するように構成されうる。
【００５２】
　表１ならびに図２および３に戻ると、ＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬＡＣＥメッセージのカテゴ
リ情報要素（ＩＥ）においてトリガの優先度が指示されうる。例えば、カテゴリＩＥは、
高優先度（Ｈｉｇｈ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ）、バックグラウンド（Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ）
、またはノーマル優先度（Ｎｏｒｍａｌ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）を指示する値を有しうる。
高優先度は、トリガができるだけ早い機会にブロードキャストされることを指示しうる。
バックグラウンド優先度は、高優先度またはノーマルのカテゴリのＣＢＳメッセージがブ
ロードキャストされないときにトリガがブロードキャストされることを指示しうる。繰返
し周期が最低ブロードキャスト要件を定義しうる。ノーマル優先度は、トリガが関連の繰
返し周期にしたがってブロードキャストされることを指示しうる。カテゴリＩＥが省略さ
れる場合には、ノーマルのデフォルトカテゴリがＣＢＳメッセージに適用されうる。
【００５３】
　ＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬＡＣＥメッセージは、メッセージ内容情報要素（ＩＥ）をさらに
含みうる。図５を簡単に参照すると、いくつかの実施形態によるメッセージ内容情報要素
（ＩＥ）５００が概略的に示されている。メッセージ内容ＩＥ５００は、メッセージ内容
ＩＥ５００の特徴を指示する一または複数のビットを含みうる。例えば、いくつかの実施
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形態では、メッセージ内容ＩＥ５００は、要素識別子を指示する８ビットの第一オクテッ
ト（オクテット１）と、ユーザ情報長（ｕｓｅｒ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｌｅｎｇｔ
ｈ）を指示する第二オクテット（オクテット２）と、メッセージ内容のための第三オクテ
ット（オクテット３）とを含みうる。メッセージ内容ＩＥ５００は、他の実施形態ではメ
ッセージ内容ＩＥ５００の特徴を指示する他のビット配分により構成されうる。メッセー
ジ内容は、いくつかの実施形態では、ＵＥを識別する情報（例えばＵＥ識別子）、ＭＴＣ
トリガ、および／または少量のデータペイロードを含みうる。
【００５４】
　図６を簡単に参照すると、いくつかの実施形態による、図５のメッセージ内容ＩＥ５０
０のメッセージ内容６００の例が概略的に示されている。メッセージ内容６００は、ＵＥ
識別のためのオクテット３～ｎおよびＭＴＣトリガおよび／または少量データ情報のため
のオクテットｎ＋１～８４を含めばよく、ｎは整数を表す。ＵＥ識別は、例えばＩＭＳＩ
、ＭＴＣグループＩＤなど、任意の適切なＵＥ識別子を含みうる。いくつかの実施形態で
は、図５のメッセージ内容ＩＥ５００のユーザ情報（例えばＵＥ識別子）は、シリアル番
号、メッセージ識別子およびデータコーディングスキームとともにＲＡＮ２０を介してブ
ロードキャストされうる。
【００５５】
　ＵＥ識別は、ＵＥ１５がＣＢＳメッセージのターゲットであるＭＴＣグループに帰属す
るかを判断するためにＵＥ１５により使用されうる。例えば、ＵＥ１５がＣＢＳメッセー
ジのターゲットである複数のＭＴＣデバイスに帰属する場合には、ＵＥ１５はＣＢＳメッ
セージに応答しうる（例えばワイヤレス通信ネットワークとの接続を確立し、ＳＣＳ５２
と通信する）。ＵＥ１５がＣＢＳメッセージのターゲットである複数のＭＴＣデバイスに
帰属しない場合には、ＵＥ１５はＣＢＳメッセージを無視しうる。
【００５６】
　メッセージ内容６００のフォーマットは、図４のメッセージ識別子ＩＥ４００のメッセ
ージ識別子の値に依存しうる。例えば、メッセージ内容６００は、メッセージ識別子にＭ
ＴＣトリガＣＢＳメッセージが指示されているときにはＭＴＣトリガを含み、またはメッ
セージ識別子に少量データＣＢＳメッセージが指示されているときには少量のデータペイ
ロードを含みうる。いずれの場合にも、ＵＥがワイヤレス通信ネットワークとの通信を確
立するためにトリガされうる。
【００５７】
　表１ならびに図２および３に再び戻ると、一実施形態では、３０６でＣＢＣ６０が、Ｍ
ＴＣデバイスのグループトリガリングを指示するメッセージ識別子ＩＥ（例えばメッセー
ジ識別子ＩＥ４００）（例えばＭＴＣ　Ｔｒｉｇｇｅｒ　ＣＢＳメッセージまたは少量デ
ータＣＢＳメッセージにそれぞれ対応するメッセージＩｄ６４０１または６４０２）を有
するＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬＡＣＥメッセージを送信すればよく、メッセージ内容ＩＥ（例
えば図５のメッセージ内容ＩＥ５００）が例えばＭＴＣトリガおよび／または少量データ
等のトリガリング情報を含みうる。ＭＴＣトリガまたは少量データの情報は、他の実施形
態では別の情報要素において送信されうる。例えば、別の実施形態では、ＣＢＣ６０はＭ
ＴＣデバイスのグループトリガリングを指示するメッセージ識別子を有し、トリガ指示子
のためのトリガ指示子情報要素（ＩＥ）（例えば図７のトリガ指示子ＩＥ７００）および
／またはトリガ少量データ情報のためのトリガ－少量データ情報ＩＥ（例えば図８のトリ
ガ－少量データ情報ＩＥ８００）をさらに含む、ＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬＡＣＥメッセージ
を送信しうる。トリガ指示子ＩＥまたはトリガ－少量データ情報ＩＥは、ＷＲＩＴＥ－Ｒ
ＥＰＬＡＣＥメッセージがＭＴＣトリガメッセージを含む場合にのみ含まれうる。
【００５８】
　図７を簡単に参照すると、いくつかの実施形態によるトリガ指示子ＩＥ７００が概略的
に示されている。トリガ指示子ＩＥ７００は、トリガ指示子ＩＥ７００の特徴を指示する
一または複数のビットを含みうる。例えば、いくつかの実施形態では、トリガ指示子ＩＥ
７００は、要素識別子を指示する８ビットの第一オクテット（オクテット１）と第二オク
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テット（オクテット２）とを含めばよく、第二オクテットの最初の４ビットはトリガ指示
子のために使用され、第二オクテットの次の４ビットはスペアビットである。トリガ指示
子ＩＥ７００は、他の実施形態ではトリガ指示子ＩＥ７００の特徴を指示する他のビット
配分により構成されうる。
【００５９】
　図８を簡単に参照すると、いくつかの実施形態によるトリガ－少量データ情報ＩＥ８０
０が概略的に示されている。トリガ－少量データ情報ＩＥ８００は、トリガ－少量データ
情報ＩＥ８００の特徴を指示する一または複数のビットを含みうる。例えば、いくつかの
実施形態では、トリガ－少量データ情報ＩＥ８００は、要素識別子を指示する８ビットの
第一オクテット（オクテット１）と、オクテット１３０までのトリガ少量データ情報のた
めの第二オクテット（オクテット２）とを含みうる。トリガ－少量データ情報ＩＥ８００
は、他の実施形態では、トリガ－少量データ情報ＩＥ８００の特徴を指示する他のビット
配分により構成されうる。
【００６０】
　表１ならびに図２および３に再び戻ると、ＲＡＮ２０がＧＥＲＡＮである実施形態では
、ＢＳＣが、３０６でＣＢＣから受信したＣＢＳメッセージを、セルリスト情報要素（Ｉ
Ｅ）のセル識別子フィールドに指示された一または複数のセルにしたがってセルブロード
キャストエリア内にブロードキャストしうる。ＢＳＣは、四つのショートメッセージサー
ビス（ＳＭＳ：Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）ブロードキャストリクエ
ストメッセージのシーケンスまたは一つのＳＭＳブロードキャストコマンドメッセージを
介してブロードキャスト伝送のために一または複数のセルに対応する各適切なＢＴＳにＣ
ＢＳメッセージをルーティングしうる。
【００６１】
　表２は、ＳＭＳブロードキャストリクエストメッセージの内容例を示す。ＳＭＳブロー
ドキャストリクエストメッセージは、見てとれるように、情報要素（ＩＥ）、リファレン
ス、存在、フォーマット、および長さの値を含みうる。存在フィールドは、情報要素の存
在が必須（Ｍ）かオプション（Ｏ）かを指示する値を含む。フォーマットフィールドは、
値のみ（Ｖ：Ｖａｌｕｅ　ｏｎｌｙ）またはタイプおよび値（ＴＶ：Ｔｙｐｅ　ａｎｄ　
Ｖａｌｕｅ）を指示する値を含む。長さフィールドは、情報要素のオクテットのサイズま
たは長さを指示する値を含む。ＳＭＳブロードキャストリクエストメッセージは、本明細
書に記載のショートメッセージサービスセルブロードキャスト（ＳＭＳＣＢ）情報ＩＥ（
例えば図９のＳＭＳＣＢ情報ＩＥ９００）を含みうる。
【００６２】
【表２】

　表２－ＳＭＳブロードキャストリクエストメッセージの内容例
【００６３】
　図９は、いくつかの実施形態によるＳＭＳＣＢ情報ＩＥ９００を概略的に示す。ＳＭＳ
ＣＢ情報ＩＥ９００は、ＳＭＳＣＢ情報ＩＥ９００の特徴を指示する一または複数のビッ
トを含みうる。例えば、いくつかの実施形態では、ＳＭＳＣＢ情報ＩＥ９００は、要素識
別子を指示する８ビットの第一オクテット（オクテット１）と、オクテット２４までのＳ
ＭＳＣＢフレームのための第二オクテット（オクテット２）とを含みうる。ＳＭＳＣＢ情
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報ＩＥ９００は、他の実施形態ではＳＭＳＣＢ情報ＩＥ９００の特徴を指示する他のビッ
ト配分により構成されうる。
【００６４】
　表３は、ＳＭＳブロードキャストコマンドメッセージの内容例を示す。ＳＭＳブロード
キャストコマンドメッセージは、見てとれるように、情報要素（ＩＥ）、リファレンス、
存在、フォーマット、および長さの値を含みうる。存在フィールドは、情報要素の存在が
必須（Ｍ）かオプション（Ｏ）かを指示する値を含む。フォーマットフィールドは、値の
み（Ｖ）、タイプおよび値（ＴＶ）、またはタイプ、長さ、および値（ＴＬＶ：Ｔｙｐｅ
，Ｌｅｎｇｔｈ，ａｎｄ　Ｖａｌｕｅ）を指示する値を含む。長さフィールドは、情報要
素のオクテットのサイズまたは長さを指示する値を含む。ＳＭＳブロードキャストコマン
ドメッセージは、本明細書に記載のショートメッセージサービスセルブロードキャスト（
ＳＭＳＣＢ）メッセージＩＥ（例えば図１０のＳＭＳＣＢメッセージＩＥ１０００）を含
みうる。
【００６５】

【表３】

　表３－ＳＭＳブロードキャストコマンドメッセージの内容例
【００６６】
　図１０は、いくつかの実施形態によるＳＭＳＣＢメッセージＩＥ１０００を概略的に示
す。ＳＭＳＣＢメッセージＩＥ１０００は、ＳＭＳＣＢメッセージＩＥ１０００の特徴を
指示する一または複数のビットを含みうる。例えば、いくつかの実施形態では、ＳＭＳＣ
ＢメッセージＩＥ１０００は、要素識別子を指示する８ビットの第一オクテット（オクテ
ット１）と、長さを指示する第二オクテット（オクテット２）と、ＳＭＳＣＢメッセージ
のためのオクテット３～ｎとを含みうる。ＳＭＳＣＢメッセージＩＥ１０００は、他の実
施形態ではＳＭＳＣＢメッセージＩＥ１０００の特徴を指示する他のビット配分により構
成されうる。
【００６７】
　ＳＭＳセルブロードキャストメッセージの送信をリクエストするために、ＢＳＣからＢ
ＴＳにＳＭＳブロードキャストリクエストメッセージ（表２）が送信されうる。ＳＭＳＣ
Ｂ　ＩＥ（例えば図９のＳＭＳＣＢ情報ＩＥ９００）が使用されうる。ＳＭＳＣＢ　ＩＥ
は、無線経路上で使用されうるレイヤ２ヘッダを含むセルブロードキャストチャネル（Ｃ
ＢＣＨ）上でブロードキャストされる完全な情報を含みうる。ブロードキャストリクエス
トメッセージは、データをブロードキャストするために使用されうるＣＢＣＨを指示する
ＳＭＳＣＢチャネル指示子ＩＥを含みうる。ＳＭＳＣＢチャネル指示子ＩＥが存在しない
場合には、デフォルトＣＢＣＨが使用されうる。
【００６８】
　ＳＭＳセルブロードキャスト（ＣＢ：ｃｅｌｌ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ）の送信をコマン
ドするために、ＢＳＣからＢＴＳへＳＭＳブロードキャストコマンドメッセージ（表３）
が送信されうる。ブロードキャストコマンドメッセージは、行われるコマンドを含むＣＢ
コマンドタイプＩＥを含み、ＢＳＣが即時のブロードキャスト（例えば次のＣＢＣＨ機会
での伝送）をリクエストし、ＢＴＳブロードキャストをデフォルトモードにセットするこ
とを可能にしうる。ＳＭＳＣＢメッセージＩＥは、ＣＢＣＨ上でブロードキャストされる
メッセージ情報を含みうる。
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【００６９】
　ＳＭＳＣＢチャネル指示子ＩＥは、データのブロードキャストに使用されるＣＢＣＨを
指示しうる。ＳＭＳＣＢチャネル指示子ＩＥが存在しない場合には、デフォルトＣＢＣＨ
が使用されうる。ＢＴＳは、必要に応じてセグメンテーションを行い、および／またはブ
ロックタイプおよびパディングを作成するように構成されうる。ＳＭＳブロードキャスト
コマンドメッセージがＢＴＳに送信され、ＢＴＳがメッセージをそれぞれ２２オクテット
長の四つのブロックのシーケンスにセグメント化しうる。ＭＴＣデバイス（例えば図２の
ＵＥ１５）にオーバーディエア送信されることとなるＢＴＳが受信するＣＢＳメッセージ
の各ページは、８８オクテットのブロックに対応しうる。ＢＴＳは、ＭＴＣデバイスへの
オーバーディエア伝送のために各８８オクテットブロックを四つの２２オクテットブロッ
クにセグメント化するように構成されうる。ＢＴＳは、各２２オクテットブロックに１オ
クテットブロックタイプをヘッダとして追加して、伝送のための２３オクテット長のブロ
ックを提供するように構成されうる。
【００７０】
　図２および３に再び戻ると、３０８で、ＲＡＮ２０のＢＴＳが、トリガリング指示を含
むＣＢＣ６０から受信したＣＢＳメッセージを複数のＭＴＣデバイスにブロードキャスト
しうる。表４は、ＢＴＳにより複数のＭＴＣデバイスに送信されるＣＢＳメッセージの内
容例を示す。ＣＢＳメッセージの内容は、シリアル番号のためのオクテット番号１～２、
メッセージ識別子のためのオクテット番号３～４、データコーディングスキームのための
オクテット番号５、ページパラメータのためのオクテット６およびメッセージの内容（例
えばトリガリング指示またはその他のトリガリング情報）のためのオクテット７～８８を
含みうる。
【００７１】
【表４】

　表４－ＢＴＳにより送信されるＣＢＳメッセージの内容例
【００７２】
　ＢＴＳは、いくつかの実施形態では、基地伝送局－移動局（ＢＴＳ－ＭＳ：ｂａｓｅ　
ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｓｔａｔｉｏｎ－ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）インタフ
ェースを介してＣＢＳメッセージを伝送するように構成されうる。いくつかの実施形態で
は、移動局はＭＴＣデバイスでありうる。
【００７３】
　一実施形態では、ＢＳＣ－ＢＴＳインタフェースおよびＢＴＳ－ＭＳインタフェースを
介して送信されるトリガメッセージ（例えば表４のＣＢＳメッセージ）は、トランスペア
レントデータコンテナにおいて追加的情報を搬送するようにさらに拡張されうる。例えば
、ＭＴＣグループＩＤ値がトランスペアレントデータコンテナに含まれうる。ＭＴＣグル
ープＩＤ値等のトランスペアレントデータコンテナ内の情報は、ＭＴＣデバイスにより直
接解釈されうる。ＭＴＣデバイスは、この情報を使用して、当該ＭＴＣデバイスが当該Ｍ
ＴＣグループＩＤ値により識別されるＭＴＣグループに帰属するかを判断しうる。ＭＴＣ
デバイスは、トランスペアレントデータコンテナ内の情報に基づいて、トリガに応答し返
すべきか否かを決定しうる。あるいは、選択されたグループＩＤ値を含むトリガメッセー
ジにＭＴＣデバイスが応答することを可能にするために使用されうるＭＴＣグループＩＤ
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ＭＴＣデバイスと同じグループＩＤ値を含むトリガメッセージに応答しうる。
【００７４】
　別の実施形態では、トランスペアレントデータコンテナおよび／またはトリガメッセー
ジは、複数の異なるＭＴＣグループＩＤ値を含みうる。これにより、ＭＴＣサーバ（例え
ば図２のＳＣＳ５２）が複数のグループのデバイスとの通信をリクエストすることが可能
になる。加えて、一または複数のＭＴＣグループＩＤ値が別のタイプのメッセージにアタ
ッチされうる。ＭＴＣデバイスは、メッセージおよび／またはトランスペアレントデータ
コンテナの各ＭＴＣグループＩＤ値を読み取るように構成されうる。ＭＴＣグループＩＤ
値の一つがＭＴＣデバイスと同じである場合には、ＭＴＣデバイスはトリガメッセージに
応答しうる。
【００７５】
　ＲＡＮ２０がＵＴＲＡＮである実施形態では、ＣＢＣ６０は３０６でＲＡＮ２０の無線
ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）にトリガリング指示を送信するように構成されうる
（例えばＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬＡＣＥメッセージとしてフォーマットされたＣＢＳメッセ
ージにおいてトリガリング指示が送信されうる）。ＣＢＣ－ＲＮＣインタフェース上では
、メッセージ識別子、シリアル番号およびセル識別子の組み合わせまたはトリプレットに
よりＣＢＳメッセージが一意的に識別されうる。表５は、ＣＢＣ６０によりＲＡＮ２０の
ＲＮＣに送信されるＵＴＲＡＮにおけるＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬＡＣＥメッセージの内容例
を示す。ＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬＡＣＥメッセージは、見てとれるように、パラメータ、存
在、ＩＥタイプおよびリファレンス、重要度、ならびに割り当てられた重要度の値を含み
うる。存在フィールドは、情報要素の存在が必須（Ｍ）かオプション（Ｏ）かを指示する
値を含む。表５のＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬＡＣＥメッセージのメッセージ識別子およびブロ
ードキャストメッセージ内容パラメータ（例えばＩＥ）は、ＧＥＲＡＮにつき図４のメッ
セージ識別子ＩＥ４００および図５のメッセージ内容ＩＥ５００と関連してそれぞれ記載
した実施形態に類似しまたは別途調和しうる。すなわち、ブロードキャストメッセージ内
容パラメータは、ＲＡＮ２０を介した複数のＭＴＣデバイスへのブロードキャストのため
のユーザ情報を含みうる（例えばトリガリング指示および／または情報を含むＣＢＳメッ
セージ）。
【００７６】
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【表５】

　表５－ＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬＡＣＥメッセージの内容例
【００７７】
　ＲＡＮ２０がＵＴＲＡＮである実施形態では、３０８でＲＡＮのＲＮＣにより複数のＭ
ＴＣデバイスに送信されるトリガリング指示は、表６に示されるようなＣＢＳメッセージ
フォーマットでありうる。表６は、ＲＮＣにより複数のＭＴＣデバイスに（例えばｅＮＢ
局等の一または複数の伝送ノードを経由して）送信されるＣＢＳメッセージの内容例を示
す。ＣＢＳメッセージの内容は、メッセージタイプのためのオクテット番号１、メッセー
ジ識別子のためのオクテット番号２～３、シリアル番号のためのオクテット番号４～５、
データコーディングスキームのためのオクテット６およびセルブロードキャスト（ＣＢ）
データ（例えばトリガリング指示またはその他のトリガリング情報）のためのオクテット
７～ｎを含みうる。
【００７８】
【表６】

　表６－ＲＮＣにより送信されるＣＢＳメッセージの内容例
【００７９】
　表６に示されるＣＢＳメッセージのＣＢデータは、ＣＢＣ６０から受信されたＷＲＩＴ
Ｅ－ＲＥＰＬＡＣＥプリミティブパラメータを含みうる。表７は、見てとれるように、プ
リミティブパラメータのフォーマット例を示す。
【００８０】
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【表７】

　表７－ＣＢデータにおけるプリミティブパラメータのフォーマット例
【００８１】
　ＲＮＣは、３０６でＣＢＣからトリガリング指示を受信したのに応答して、単一のＳＭ
Ｓブロードキャストコマンドとしてフォーマットし、複数のＭＴＣデバイス（例えばＵＥ
１５）に送信しうる。ＵＴＲＡＮシステムでは、ＲＮＣによりＵＥ１５に送信されるＣＢ
Ｓメッセージは、伝送ノード（例えばノードＢまたはｅＮＢ局）に完全にトランスペアレ
ントでありうる。すなわち、いくつかの実施形態では、伝送ノードでデータのフラグメン
テーション等のデータの操作は行われない。ＣＢＳメッセージは、一つのユニットとして
無線インタフェースを介して複数のＭＴＣデバイスに伝送されうる。ＵＭＴＳ無線インタ
フェースのレイヤ２上の論理チャネルＣＴＣＨが、（例えば表６の）ＣＢＳメッセージを
複数のＭＴＣデバイスに伝送するために使用されうる。
【００８２】
　一実施形態では、ＲＮＣ－ＵＥインタフェースを介して送信されるメッセージは、トラ
ンスペアレントデータコンテナとして搬送されるようにさらに拡張されうる。前述のよう
に、一または複数のグループＩＤ値がトランスペアレントデータコンテナ内に置かれうる
。トランスペアレントデータコンテナにおいて搬送される情報は、ＵＥ１５が特定のＭＴ
Ｃグループに帰属するかを判断するためにＵＥ１５により直接解釈されうる。その情報に
基づいて、ＵＥ１５はトリガに対する応答をＲＡＮ２０のＲＮＣに通信し返しうる。ある
いは、トリガメッセージがＭＴＣグループＩＤにより識別されるのと同じグループに帰属
するＵＥ１５を識別するために使用されうるＭＴＣグループＩＤを搬送するようにエンハ
ンスされうる。別の選択肢は、ＲＡＮ２０において新規アクションコードのセットを含む
ＭＴＣデバイスのグループトリガリングのための新規メッセージを定義することである。
【００８３】
　ＧＥＲＡＮおよびＵＴＲＡＮの両方において、３１０および３１２でＣＢＣ６０からＭ
ＴＣサーバ（例えばＳＣＳ５２）にトリガの確認応答を提供し返すために、新規制御メッ
セージが導入されうる。確認応答は、ＭＴＣサーバにより使用可能な所望のフォーマット
への確認応答のフォーマットを可能にするためにＭＴＣ－ＩＷＦ５４を通じて通信されう
る。ＵＥ１５は、３０８でトリガリング指示を受信したことに応答して３１４でＳＣＳ５
２との通信を確立するように構成されうる。ＵＥ１５からＳＣＳ５２および／またはＳＣ
Ｓ５２からＵＥ１５への少量のデータペイロード（例えばＭＴＣデータペイロード）の伝
送のために、ＵＥ１５とＳＣＳ５２との間に通信が確立されうる。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、複数のＭＴＣデバイスをトリガするためのトリガリング指示
が、Ｔ５ａ／Ｔ５ｂリファレンスポイントを介してページングメッセージにおいて送信さ
れうる。図１１は、いくつかの実施形態による、複数のワイヤレスデバイスをトリガする
ための別のスキーム１１００の例を概略的に示す。図１１の技術は、例えばＲＡＮ２０が
ＵＴＲＡＮまたはＥ－ＵＴＲＡＮである場合に使用されうる。
【００８５】
　図２および１１を参照すると、１１０２でＳＣＳ５２が少量のデータペイロードの伝送
をトリガするためにＭＴＣ－ＩＷＦ５４にメッセージを送信しうる。ＳＣＳ５２は、ＭＴ
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ン（例えばＭＴＣアプリケーション２４）ＩＤまたはトリガを受信することが企図される
複数のターゲットＵＥ（例えばＵＥ１５）を識別する他のＵＥ識別子をメッセージに含み
うる。他の実施形態では、アプリケーションサーバ２６がＭＴＣ－ＩＷＦ５４にトリガを
直接送信しうる。いくつかの実施形態では、１１０２での伝送のためにＭＴＣ－ＩＷＦ５
４とＳＣＳ５２との間に安全な接続が確立されうる。
【００８６】
　１１０４では、１１０２でトリガを受信したことに応答して、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４が、
Ｔ５ａ／Ｔ５ｂリファレンスポイントを介してＵＥ１５にトリガリング指示を送達するた
めのルーティング情報を得るためにＨＬＲ／ＨＳＳ５６にクエリしうる。いくつかの実施
形態では、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４は、ＭＴＣデバイスＩＤまたは他の識別子をＭＴＣ加入の
一部として有しうるＨＬＲ／ＨＳＳ５６に例えばＭＴＣデバイスＩＤ等のＵＥ識別子を送
信しうる。ＨＬＲ／ＨＳＳ５６は、ＭＴＣデバイスＩＤをターゲットＵＥのＩＭＳＩにマ
ッピングし、ＩＭＳＩをＳＧＳＮ／ＭＭＥ５８のアドレスとともにＭＴＣ－ＩＷＦ５４に
送信し返しうる。いくつかの実施形態では、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４とＨＬＲ／ＨＳＳ５６と
の間に委託関係が確立されうる（例えばＭＴＣ－ＩＷＦ５４がコアネットワークのオペレ
ータのドメイン外である場合）。１１０４でＭＴＣ－ＩＷＦ５４からクエリを受信したこ
とに応答して、ＨＬＲ／ＨＳＳ５６は、ＩＭＳＩサービングノード識別および／またはオ
ペレータポリシー、認可情報、失敗指示子と原因値などのその他の情報をＭＴＣ－ＩＷＦ
５４に送信しうる。
【００８７】
　１１０６では、ＭＴＣ－ＩＷＦ５４が、ターゲットＵＥに転送されるべきトリガリング
指示をＴ５ａ／Ｔ５ｂリファレンスポイントを介してＳＧＳＮ／ＭＭＥ５８に送信しうる
。ＭＴＣ－ＩＷＦ５４は、リクエストおよび少量のデータペイロードをＳＧＳＮ／ＭＭＥ
５８に送信するためにＩＭＳＩを使用しうる。
【００８８】
　１１０８では、ＳＧＳＮ／ＭＭＥ５８がトリガリング指示を含むページングメッセージ
をＲＡＮ２０に送信すればよく、次いでＲＡＮ２０が１１１０でトリガリング指示を含む
ページングメッセージをＵＥ１５に送信しうる。トリガリング指示は、ターゲットＵＥ１
５のトラッキングエリアにブロードキャストされるページングメッセージに含まれうる。
ＳＧＳＮ／ＭＭＥ５８は、いくつかの実施形態では、制御プレーンを介してトリガリング
指示を含むページングメッセージを送信するように構成されうる。
【００８９】
　１１１０でＲＡＮ２０（例えばノードＢまたはｅＮＢ局）によりＵＥ１５に送信される
ページングメッセージにおいて、新規ＭＴＣトリガ指示が通信されうる。例えば、ページ
ングメッセージは、ＲＡＮ２０によるシステム情報ブロック（ＳＩＢ：ｓｙｓｔｅｍ　ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）のブロードキャストをＭＴＣデバイスに通知しうる
。ＳＩＢは、ＭＴＣトリガ指示およびＭＴＣグループＩＤを含みうる。ＳＩＢは、ＭＴＣ
　ＳＩＢと呼称されうる。ＭＴＣグループＩＤが含まれる場合には、対応するＭＴＣグル
ープに帰属するＭＴＣデバイスだけがＳＩＢを得るように構成されうる。ＭＴＣグループ
ＩＤが含まれない場合には、全てのＭＴＣデバイスがＭＴＣ　ＳＩＢを得ることができる
。Ｅ－ＵＴＲＡＮとして構成されるＲＡＮ２０では、ＭＴＣ　ＳＩＢのスケジューリング
情報がタイプ１ＳＩＢ（ＳＩＢ１）において提供されうる。ＭＴＣデバイスは、まずＳＩ
Ｂ１情報を得た後、ＳＩＢ１に含まれるＭＴＣ　ＳＩＢのスケジューリング情報に基づい
てＭＴＣ　ＳＩＢを得ることができる。表８は、１１１０でＲＡＮ２０からＵＥ１５に送
信されるグループトリガリングを含むページングメッセージのフォーマット例を示す。
【００９０】
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【表８】

　表８－グループトリガリングを含むページングメッセージのフォーマット例
【００９１】
　１１１０でＭＴＣデバイスが帰属するＭＴＣグループに対応するＭＴＣグループトリガ
通知を含むページングメッセージを受信した後、ＭＴＣデバイス（例えばＵＥ１５）は、
ＲＡＮ２０からＳＩＢ１情報を受信し、その後ＳＩＢ１に含まれるＭＴＣ　ＳＩＢのスケ
ジューリング情報に基づいてＳＩＢ情報を受信しうる。表９は、ＳＩＢ１情報のフォーマ
ット例を示す。ＳＩＢ１は、ＵＥがセルにアクセスすることが許容されるかを評価するの
に適した情報を含めばよく、その他のシステム情報のスケジューリングを定義する。
【００９２】
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【表９】

　表９－グループトリガリングを含むＳＩＢ１情報のフォーマット例
【００９３】
　表１０は、ＭＴＣ　ＳＩＢ（ＳＩＢ１４）のフォーマット例を示す。ＭＴＣ　ＳＩＢ（
ＳＩＢ１４）は、ＭＴＣトリガ情報の内容を搬送するために定義された新規のシステム情
報ブロックであればよく、ＭＴＣグループＩＤも含みうる。ＭＴＣ　ＳＩＢは、複数のＭ
ＴＣグループのためのＭＴＣトリガ情報を含みうる。
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【００９４】
【表１０】

　表１０－グループトリガリングを含むＳＩＢ１情報のフォーマット例
【００９５】
　いくつかの実施形態では、ＲＡＮ２０が１１１２でＳＧＳＮ／ＭＭＥ５８に確認応答を
送信することによりトリガリング指示の送達が成功したことをＳＧＳＮ／ＭＭＥ５８に知
らせ、これが１１１４でＳＧＳＮ／ＭＭＥ５８によりＭＴＣ－ＩＷＦ５４に転送されうる
。１１１６では、ＳＧＳＮ／ＭＭＥ５８が、少量のデータペイロードがＵＥ１５に送信さ
れているという確認応答をＭＴＣ－ＩＷＦ５４に転送しうる。１１１６では、ＭＴＣ－Ｉ
ＷＦ５４がＳＣＳ５２に確認応答を転送し、または少量のデータペイロードがＵＥ１５に
送達されているという確認応答を送信するようにＳＣＳ５２にトリガを別途送信する。Ｓ
ＣＳ５２は、例えばトリガに応答して確認応答をアプリケーションサーバ２６に送信しう
る。
【００９６】
　１１１８では、１１１０で受信したトリガリング指示を含むページングメッセージおよ
び／またはＳＩＢ情報に応答してＳＣＳ５２との通信を確立するようにＵＥ１５がトリガ
されうる。本明細書に記載のトリガリング指示は、ＭＴＣサーバ（例えばＳＣＳ５２）と
トリガリング指示を受信する選択されたＭＴＣデバイス（例えばＭＴＣグループ）との間
の通信を開始するように構成されうる。
【００９７】
　図１２は、いくつかの実施形態による、複数のワイヤレスデバイスをトリガするための
方法１２００の流れ図である。方法１２００は、図１～１１と関連して記載される技術と
調和しうる。
【００９８】
　１２０２では、方法１２００は、ＩＷＦ（例えば図２のＭＴＣ－ＩＷＦ５４）により、
サービス能力サーバ（ＳＣＳ）（例えば図２のＳＣＳ５２）から、ＳＣＳと複数のＭＴＣ
デバイスとの間の通信を開始するためのトリガを受信するステップを含む。１２０２での
アクションは、図３の３０２および／または図１１の１１０２と関連して記載されるアク
ションと調和しうる。
【００９９】
　１２０４では、方法１２００は、ＩＷＦにより、ブロードキャスト伝送またはページン
グのためにトリガリング指示を含むメッセージをフォーマットするステップをさらに含み
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うる。いくつかの実施形態では、ＩＷＦはＣＢＥとして機能しうる。例えばＩＷＦは、Ｃ
ＢＳメッセージをＣＢＣ（例えば図２のＣＢＣ６０）によるブロードキャスト伝送のため
にいくつかのページに分けうる。ＩＷＦは、任意の適切な基準（例えば可用性）を使用し
てブロードキャストまたはページングによりメッセージを送信すべきかを決定しうる。
【０１００】
　１２０６では、方法１２００は、ＩＷＦにより、ＲＡＮ（例えば図２のＲＡＮ２０）を
使用してトリガリング指示を含むメッセージを複数のＭＴＣデバイスに送信するステップ
をさらに含みうる。ＩＷＦは、ＩＷＦによる決定に基づいてブロードキャストまたはペー
ジングによりメッセージを送信しうる。いくつかの実施形態では、ＩＷＦは、トリガリン
グ指示をＣＢＳメッセージにおいてＩＷＦとＣＢＣとの間のリファレンスポイントを介し
てＣＢＣを介してＲＡＮに送信しうる。図３と関連して記載した３０４でのアクションに
したがって、トリガリング指示が送信されうる。ＲＡＮは、いくつかの実施形態ではＧＥ
ＲＡＮまたはＵＴＲＡＮでありうる。
【０１０１】
　他の実施形態では、ＩＷＦは、トリガリング指示をページングメッセージにおいてＩＷ
ＦとＳＧＳＮ／ＭＭＥとの間のリファレンスポイントを介してＳＧＳＮ／ＭＭＥ（例えば
図２のＳＧＳＮ／ＭＭＥ５８）を介してＲＡＮに送信しうる。ページングメッセージは、
複数のＭＴＣデバイスの個々のＭＴＣデバイスにＭＴＣ　ＳＩＢのブロードキャスト伝送
を通知するように構成されうる。図１１と関連して記載した１１０６でのアクションにし
たがって、トリガリング指示が送信されうる。
【０１０２】
　様々な動作が、順番の複数の個別的な動作として、請求された主題を理解するのに最も
有効な様式で説明されている。しかし、説明の順序は、これらの動作が順序に必然的に依
存するものであることを意味するものと解釈されてはならない。特に、これらの動作は、
提示された順序で行われなくてよい。記載された動作は、記載の実施形態とは異なる順序
で行われうる。追加的実施形態では、様々な追加的動作が行われ、および／または記載さ
れた動作が省略されうる。
【０１０３】
　本開示の実施形態は、任意の適切なハードウェアおよび／またはソフトウェアを使用し
て所望通りに構成したシステムに実装されうる。図１３は、本明細書に記載の様々な実施
形態を実践するために使用されうるシステム１３００の例を概略的に示す。図１３は、一
または複数のプロセッサ（単数または複数）１３０４と、プロセッサ（単数または複数）
１３０４の少なくとも一つに結合されたシステム制御モジュール１３０８と、システム制
御モジュール１３０８に結合されたシステムメモリ１３１２と、システム制御モジュール
１３０８に結合された不揮発性メモリ（ＮＶＭ）／ストレージ１３１６と、システム制御
モジュール１３０８に結合された一または複数の通信インタフェース（単数または複数）
１３２０とを有する、一実施形態でのシステム１３００の例を示す。
【０１０４】
　いくつかの実施形態では、システム１３００は、本明細書に記載のＵＥ１５として機能
する能力がある。いくつかの実施形態では、ＵＥ１５のシステム制御モジュール１３０８
は、ＮＡＳモジュールおよびＡＳモジュールをそれぞれのシグナリングのために含みうる
。他の実施形態では、システム１３００は、図１の一または複数のサーバ５０として機能
し、または基地局４０、４２、ＣＢＣ６０、一または複数のノード４５、ＳＣＳ５２、Ｍ
ＴＣ－ＩＷＦ５４、ＨＬＲ／ＨＳＳ５６、ＳＧＳＮ／ＭＭＥ５８、ＲＡＮ２０、ＧＧＳＮ
／ＰＧＷ５１、および本明細書に記載のその他のモジュールにつき記載される機能を行う
ロジック／モジュールを別途提供する能力がありうる。いくつかの実施形態では、システ
ム１３００は、命令を有する一または複数のコンピュータ可読媒体（例えばシステムメモ
リまたはＮＶＭ／ストレージ１３１６）と、この一または複数のコンピュータ可読媒体と
結合され、本明細書に記載のアクションを行うモジュールを実装するために命令を実行す
るように構成された一または複数のプロセッサ（例えばプロセッサ（単数または複数）１
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３０４）とを含みうる。
【０１０５】
　一実施形態のシステム制御モジュール１３０８は、プロセッサ（単数または複数）１３
０４の少なくとも一つに、および／またはシステム制御モジュール１３０８と通信する任
意の適切なデバイスまたは構成要素に任意の適切なインタフェースを提供するための、任
意の適切なインタフェースコントローラを含みうる。
【０１０６】
　システム制御モジュール１３０８は、システムメモリ１３１２へのインタフェースを提
供するための、メモリコントローラモジュール１３１０を含みうる。メモリコントローラ
モジュール１３１０は、ハードウェアモジュール、ソフトウェアモジュール、および／ま
たはファームウェアモジュールでありうる。
【０１０７】
　システムメモリ１３１２は、例えばシステム１３００のデータおよび／または命令をロ
ードおよび記憶するために使用されうる。一実施形態のシステムメモリ１３１２は、例え
ば適切なＤＲＡＭ等の任意の適切な揮発性メモリを含みうる。いくつかの実施形態では、
システムメモリ１３１２は、ダブルデータレートタイプ４同期式動的ランダムアクセスメ
モリ（ＤＤＲ４　ＳＤＲＡＭ）を含みうる。
【０１０８】
　一実施形態のシステム制御モジュール１３０８は、ＮＶＭ／ストレージ１３１６および
通信インタフェース（単数または複数）１３２０へのインタフェースを提供するための、
一または複数の入力／出力（Ｉ／Ｏ：ｉｎｐｕｔ／ｏｕｔｐｕｔ）コントローラ（単数ま
たは複数）を含みうる。
【０１０９】
　ＮＶＭ／ストレージ１３１６は、例えばデータおよび／または命令を記憶するために使
用されうる。ＮＶＭ／ストレージ１３１６は、例えばフラッシュメモリ等の任意の適切な
不揮発メモリを含めばよく、ならびに／または例えば一または複数のハードディスクドラ
イブ（ＨＤＤ：ｈａｒｄ　ｄｉｓｋ　ｄｒｉｖｅ）（単数または複数）、一または複数の
コンパクトディスク（ＣＤ：ｃｏｍｐａｃｔ　ｄｉｓｋ）ドライブ（単数または複数）、
および／もしくは一または複数のデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ：ｄｉｇｉｔａｌ　ｖ
ｅｒｓａｔｉｌｅ　ｄｉｓｋ）ドライブ（単数または複数）等の任意の適切な不揮発性記
憶デバイス（単数または複数）を含めばよい。
【０１１０】
　ＮＶＭ／ストレージ１３１６は、システム１３００がインストールされたデバイスの物
理的部分である記憶資源を含めばよく、またはデバイスによりアクセス可能であるが必ず
しもデバイスの部分である必要はない。例えば、ＮＶＭ／ストレージ１３１６は、ネット
ワークを介して通信インタフェース（単数または複数）１３２０を介してアクセスされう
る。システムは、他の実施形態では他の非一時的ストレージを含みうる。
【０１１１】
　通信インタフェース（単数または複数）１３２０は、一または複数のネットワーク（単
数または複数）を介しておよび／または任意の他の適切なデバイスと通信するためのイン
タフェースをシステム１３００に提供しうる。システム１３００は、一または複数のワイ
ヤレスネットワーク規格および／またはプロトコルのいずれかにしたがってワイヤレスネ
ットワークの一または複数の構成要素とワイヤレスで通信しうる。
【０１１２】
　一実施形態では、プロセッサ（単数または複数）１３０４の少なくとも一つは、例えば
メモリコントローラモジュール１３１０などのシステム制御モジュール１３０８の一また
は複数のコントローラ（単数または複数）のロジックと一緒にパッケージされうる。一実
施形態では、プロセッサ（単数または複数）１３０４の少なくとも一つは、システム制御
モジュール１３０８の一または複数のコントローラのロジックと一緒にパッケージされて
システムインパッケージ（ＳｉＰ：Ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎ　Ｐａｃｋａｇｅ）を形成しうる
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。一実施形態では、プロセッサ（単数または複数）１３０４の少なくとも一つは、システ
ム制御モジュール１３０８の一または複数のコントローラ（単数または複数）のロジック
と同じダイに集積されうる。一実施形態では、プロセッサ（単数または複数）１３０４の
少なくとも一つは、システム制御モジュール１３０８の一または複数のコントローラ（単
数または複数）のロジックと同じダイに集積されてシステムオンチップ（ＳｏＣ：Ｓｙｓ
ｔｅｍ　ｏｎ　Ｃｈｉｐ）を形成しうる。
【０１１３】
　様々な実施形態においてシステム１３００は、サーバ、ワークステーション、デスクト
ップコンピューティングデバイス、またはモバイルコンピューティングデバイス（例えば
ラップトップコンピューティングデバイス、ハンドヘルドコンピューティングデバイス、
タブレット、ネットブックなど）でありうるがこれに限定されない。様々な実施形態にお
いてシステム１３００は、相対的に多いまたは少ない構成要素、および／または異なるア
ーキテクチャを有しうる。例えばいくつかの実施形態では、システム１３００は、カメラ
、キーボード、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌ
ａｙ）スクリーン（タッチスクリーンディスプレイを含む）、不揮発性メモリポート、複
数のアンテナ、グラフィックスチップ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、およびスピ
ーカの一または複数を含む。
【０１１４】
　本明細書においてはある実施形態が説明のために示され、記述されているが、同じ目的
を達成するように計算された多種多様な代替的および／または等価的な実施形態または実
装が、本開示の範囲を逸脱することなく、図と共に記載された実施形態と置き換えられう
る。本出願は、本明細書に記載の実施形態の任意の改作または変形物に及ぶことを企図す
る。したがって、本明細書に記載の実施形態は、請求項およびその等価物のみにより限定
されることが明白に企図される。
［項目１］
　ワイヤレス通信ネットワークのインターワーキング機能（ＩＷＦ）により、マシンタイ
プ通信サーバ（ＭＴＣサーバ）から、前記ＭＴＣサーバと複数のＭＴＣデバイスとの間の
通信を開始するためのトリガを受信するステップと、
　前記ＩＷＦにより、セルブロードキャストセンター（ＣＢＣ）を含む第一モジュールへ
の第一リファレンスポイントを介して、または、モビリティマネジメントエンティティ（
ＭＭＥ）もしくはサービング汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）サポートノード（Ｓ
ＧＳＮ）を含む第二モジュールへの第二リファレンスポイントを介して、無線アクセスネ
ットワーク（ＲＡＮ）を使用して前記複数のＭＴＣデバイスにトリガリング指示を送信す
るステップと、
　を備える方法。
［項目２］
　前記トリガリング指示を送信するステップは、セルブロードキャスティングサービス（
ＣＢＳ）を使用して前記第一モジュールへの前記第一リファレンスポイントを介して行わ
れ、
　前記方法は更に、
　前記ＩＷＦにより、前記トリガリング指示を含むＣＢＳメッセージをフォーマットする
ステップを備え、
　前記ＣＢＳメッセージをフォーマットするステップは、前記ＣＢＳメッセージをいくつ
かのページに分けるステップを含む、項目１に記載の方法。
［項目３］
　前記トリガリング指示を送信するステップは、前記第二モジュールへの前記第二リファ
レンスポイントを介してページングメッセージにおいて行われ、
　前記ページングメッセージは、前記複数のＭＴＣデバイスのうちの個々のＭＴＣデバイ
スに、ＭＴＣシステム情報ブロック（ＳＩＢ）のブロードキャスト伝送を通知し、
　前記ＲＡＮは、ユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）である



(28) JP 5887640 B2 2016.3.16

10

20

30

40

50

　項目１に記載の方法。
［項目４］
　ワイヤレス通信ネットワークのインターワーキング機能（ＩＷＦ）またはサービス能力
サーバ（ＳＣＳ）を終端するリファレンスポイントを介して、マシンタイプ通信（ＭＴＣ
）サーバと複数のＭＴＣデバイスとの間の通信を開始するためのトリガリング指示を受信
するための手段と、
　基地局コントローラ（ＢＳＣ）または無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）へのセ
ルブロードキャスティングサービスメッセージ（ＣＢＳメッセージ）において前記トリガ
リング指示を前記複数のＭＴＣデバイスに送信するための手段と、
　を備える、セルブロードキャストセンター（ＣＢＣ）。
［項目５］
　前記ＣＢＳメッセージは、ｗｒｉｔｅ－ｒｅｐｌａｃｅメッセージであり、
　前記ＣＢＳメッセージは、メッセージ識別子情報要素（メッセージ識別子ＩＥ）を含み
、
　前記メッセージ識別子ＩＥは、前記複数のＭＴＣデバイスのグループトリガリングを指
示する値を有する、
　項目４に記載のＣＢＣ。
［項目６］
　前記ＣＢＳメッセージは、トリガリング情報を有するメッセージ内容情報要素（ＩＥ）
を含み、前記トリガリング情報は、前記トリガリング指示を受信する予定の前記複数のＭ
ＴＣデバイスのうちの個々のＭＴＣデバイスを識別するユーザ機器識別子（ＵＥ識別子）
を含み、
　前記複数のＭＴＣデバイスのうちの個々のＭＴＣデバイスは、前記ＵＥ識別子の値に基
づく前記トリガリング指示に応じて作動する、
　項目４または５に記載のＣＢＣ。
［項目７］
　前記ＣＢＳメッセージは、トリガ指示子情報要素（トリガ指示子ＩＥ）および少量デー
タ情報要素（少量データＩＥ）のうちの少なくとも一方を含み、
　前記トリガ指示子ＩＥおよび前記少量データＩＥのうちの少なくとも一方は、前記トリ
ガリング指示に関連付けられたトリガリング情報を含み、
　前記トリガリング情報は、前記トリガリング指示を含む、項目４から６の何れか１項に
記載のＣＢＣ。
［項目８］
　前記ＢＳＣへの前記ＣＢＳメッセージにおいて前記トリガリング指示を送信するための
手段を更に備え、
　前記ＢＳＣは、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ（ＧＳＭ（登
録商標））エボリューション用エンハンストデータレート（ＥＤＧＥ）の無線アクセスネ
ットワーク（ＧＥＲＡＮ）を有するのＧＳＭ（登録商標）の基地送受信局（ＢＴＳ）を使
用して、前記ＣＢＳメッセージをブロードキャストする、項目４から７の何れか１項に記
載のＣＢＣ。
［項目９］
　前記ＲＮＣへの前記ＣＢＳメッセージにおいて前記トリガリング指示を送信するための
手段を更に備え、
　前記ＲＮＣは、ユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）のエンハ
ンストノードＢ（ｅＮＢ）局を使用して前記ＣＢＳメッセージをブロードキャストする
、項目４から８の何れか１項に記載のＣＢＣ。
［項目１０］
　前記ＣＢＳメッセージのブロードキャストを受信する予定のセルのセットを決定するた
めの手段を更に備え、
　前記ワイヤレス通信ネットワークは、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケー
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ション（ＧＳＭ（登録商標））、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）、ユニバーサル
移動体通信システム（ＵＭＴＳ）、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）、イボルブドＨＳ
ＰＡ（Ｅ－ＨＳＰＡ）、または、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ネットワーク
を含む、項目４から９の何れか１項に記載のＣＢＣ。
［項目１１］
　マシンタイプ通信（ＭＴＣ）サーバと複数のＭＴＣデバイスとの間の通信を開始するた
めのトリガリング指示を受信するための手段と、
　前記トリガリング指示を前記複数のＭＴＣデバイスに送信するための手段と、を備え、
　制御回路は、セルブロードキャストセンター（ＣＢＣ）を含む第一モジュールからの第
一リファレンスポイントを介して、または、モビリティマネジメントエンティティ（ＭＭ
Ｅ）もしくはサービング汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）サポートノード（ＳＧＳ
Ｎ）を含む第二モジュールからの第二リファレンスポイントを介して、前記トリガリング
指示を受信する
基地局。
［項目１２］
　前記トリガリング指示を受信するための手段は、前記ＣＢＣを含む前記第一モジュール
からのセルブロードキャスティングサービスメッセージ（ＣＢＳメッセージ）において前
記トリガリング指示を受信する、
　項目１１に記載の基地局。
［項目１３］
　前記トリガリング指示を受信するための手段は、基地局コントローラ（ＢＳＣ）の一部
であり、
　前記トリガリング指示を送信するための手段は、基地送受信システム（ＢＴＳ）の一部
であり、
　前記ＢＳＣおよび前記ＢＴＳは、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーショ
ンズ（ＧＳＭ（登録商標））エボリューション無線アクセスネットワーク（ＧＥＲＡＮ）
用エンハンストデータレート（ＥＤＧＥ）を有するＧＳＭ（登録商標）の一部である、
　項目１２に記載の基地局。
［項目１４］
　前記ＢＳＣは、ショートメッセージサービスブロードキャストコマンドメッセージ（Ｓ
ＭＳブロードキャストコマンドメッセージ）またはＳＭＳブロードキャストリクエストメ
ッセージにおいて前記ＣＢＳメッセージを前記ＢＴＳに送信し、
　前記ＳＭＳブロードキャストコマンドメッセージまたは前記ＳＭＳブロードキャストリ
クエストメッセージは、前記トリガリング指示を含むショートメッセージサービスセルブ
ロードキャスト（ＳＭＳＣＢ）情報要素を含み、
　前記ＢＴＳは、前記ＳＭＳブロードキャストコマンドメッセージまたはＳＭＳブロード
キャストリクエストメッセージを、伝送のために２２オクテットをそれぞれ含む４ブロッ
クにセグメント化する、
　項目１３に記載の基地局。
［項目１５］
　前記トリガリング指示を受信するための手段は、無線ネットワークコントローラ（ＲＮ
Ｃ）の一部であり、
　前記トリガリング指示を送信するための手段は、前記ＲＮＣから受信された前記ＣＢＳ
メッセージの情報を操作せずに前記ＣＢＳメッセージをブロードキャストするエンハンス
トノードＢ（ｅＮＢ）局の一部であり、
　前記ＲＮＣおよび前記ｅＮＢは、ユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク（ＵＴ
ＲＡＮ）の一部である、
　項目１２に記載の基地局。
［項目１６］
　前記トリガリング指示を受信するための手段は、前記ＭＭＥまたは前記ＳＧＳＮを含む
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前記第二モジュールからのページングメッセージにおいて前記トリガリング指示を受信し
、
　前記トリガリング指示を受信するための手段は、前記ページングメッセージを前記複数
のＭＴＣデバイスに送信し、
　前記ページングメッセージは、前記複数のＭＴＣデバイスのグループトリガリングを指
示し、前記複数のＭＴＣデバイスにＭＴＣシステム情報ブロック（ＳＩＢ）のブロードキ
ャスト伝送を通知する、
　項目１１に記載の基地局。
［項目１７］
　マシンタイプ通信デバイス（ＭＴＣデバイス）であって、
　セルブロードキャストセンター（ＣＢＣ）を含む第一モジュールからの第一リファレン
スポイントを介して、または、モビリティマネジメントエンティティ（ＭＭＥ）もしくは
サービング汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）サポートノード（ＳＧＳＮ）を含む第
二モジュールからの第二リファレンスポイントを介して、マシンタイプ通信サーバ（ＭＴ
Ｃサーバ）と前記ＭＴＣデバイスを含む複数のＭＴＣデバイスとの間の通信を開始するた
めのトリガリング指示を受信する手段と、
　前記トリガリング指示に応答して前記ＭＴＣサーバとの通信を確立するための手段と、
　を備える、ＭＴＣデバイス。
［項目１８］
　前記受信のための手段は、前記ＣＢＣを含む前記第一モジュールからの前記第一リファ
レンスポイントを介して前記トリガリング指示を含むＣＢＳメッセージを受信し、
　前記ＣＢＳメッセージは、前記複数のＭＴＣデバイスのうちの個々のＭＴＣデバイスを
識別するユーザ機器識別子（ＵＥ識別子）を有するメッセージ内容情報要素（ＩＥ）をさ
らに含み、
　前記通信を確立するための手段は、前記ＵＥ識別子が前記ＭＴＣデバイスを識別した場
合に、前記ＭＴＣサーバとの前記通信を確立する、
　項目１７に記載のＭＴＣデバイス。
［項目１９］
　前記ＵＥ識別子が前記ＭＴＣデバイスの加入者識別モジュール（ＳＩＭ）に記憶されて
いるかを判断するための手段
　をさらに備える、項目１８に記載のＭＴＣデバイス。
［項目２０］
　前記受信するための手段は、前記ＭＭＥまたはＳＧＳＮを含む前記第二モジュールから
の前記第二リファレンスポイントを介して前記トリガリング指示を含むページングメッセ
ージを受信し、
　前記ページングメッセージは、前記複数のＭＴＣデバイスのグループトリガリングを指
示し、前記複数のＭＴＣデバイスにＭＴＣシステム情報ブロック（ＳＩＢ）のブロードキ
ャスト伝送を通知し、
　前記受信するための手段は、前記ＭＴＣ　ＳＩＢを受信する、
　項目１７に記載のＭＴＣデバイス。
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