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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク内の少なくとも１つの無線制御エンティティに接続した第１のグループの
デバイスをページングするための前記ネットワーク内のページング・エンティティであっ
て、グループ・ページング・ターゲットＩＤ及びグループ・ページング・リソース指示が
前記ページング・エンティティによって前記第１のグループのすべてのデバイスに割り当
てられ、前記ページング・エンティティが、
　グループ・ページング・ターゲットＩＤ及びグループ・ページング・リソース指示を前
記第１のグループのすべてのデバイスに割り当てるための手段と、
　前記グループ・ページング・ターゲットＩＤ及び前記グループ・ページング・リソース
指示を含む第１のページング・メッセージを前記少なくとも１つの無線制御エンティティ
に送信するように適合された送信機とを備え、
　前記グループ・ページング・リソース指示は、前記第１のグループの前記デバイスによ
って受信される第２のページング・メッセージを無線チャネル上で送信するための前記無
線チャネル上の送信リソースを計算するために前記無線制御エンティティによって使用さ
れるページング・エンティティ。
【請求項２】
　前記割り当て手段が、前記第１のグループ、第２のグループ、及び第３のグループのデ
バイスに第２のグループ・ページング・ターゲットＩＤを割り当てるように更に適合され
、
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　前記割り当て手段が、前記第２のグループの前記デバイスに第２のグループ・ページン
グ・リソース指示を割り当てるように更に適合され、前記第２のグループ・ページング・
リソース指示は、ページング・メッセージを受信するための前記無線チャネル・リソース
を計算するために前記第２のグループの前記デバイスによって使用され、
　プロセッサが、前記第１のグループの前記デバイスのために送信された前記第２のペー
ジング・メッセージの再送信が前記第２のグループの前記デバイスによって受信されるよ
うに、前記第２のグループ・ページング・リソース指示を決定するように適合され、
　前記割り当て手段が、前記第３のグループの前記デバイスに第３のグループ・ページン
グ・リソース指示を割り当てるように更に適合され、前記第３のグループ・ページング・
リソース指示は、ページング・メッセージを受信するための前記無線チャネル・リソース
を計算するために前記第３のグループの前記デバイスによって使用され、
　前記プロセッサが、前記第１のグループのデバイスのために送信された前記第２のペー
ジング・メッセージの２回目の再送信が前記第３のグループの前記デバイスによって受信
されるように、前記第３のグループ・ページング・リソース指示を決定するように更に適
合され、
　前記第３のグループ・ページング・リソース指示は、前記第２のグループ・ページング
・リソース指示が前記グループ・ページング・リソース指示と異なるのと同じ量だけ前記
第２のグループ・ページング・リソース指示と異なっている請求項１に記載のページング
・エンティティ。
【請求項３】
　ネットワーク内の少なくとも１つの無線制御エンティティに接続した第１のグループの
デバイスに属し、前記ネットワーク内のエンティティによってページングされるデバイス
であって、グループ・ページング・ターゲットＩＤ及びグループ・ページング・リソース
指示が前記第１のグループのすべてのデバイスに割り当てられ、前記デバイスが、
　前記ネットワーク内の前記エンティティから前記グループ・ページング・ターゲットＩ
Ｄ及び前記グループ・ページング・リソース指示の前記割り当てを受信するように適合さ
れた受信機と、
　前記割り当てられたグループ・ページング・リソース指示に基づいて、前記無線制御エ
ンティティがページング・メッセージを送信する前記無線チャネルのリソースを計算する
ように適合されたプロセッサとを備え、
　前記受信機が、前記無線チャネルの前記計算されたリソースで前記無線制御エンティテ
ィから前記ページング・メッセージを受信するように更に適合され、前記ページング・メ
ッセージが前記グループ・ページング・ターゲットＩＤを含み、
　前記プロセッサが、前記受信したグループ・ページング・ターゲットＩＤを前記割り当
てられたグループ・ページング・ターゲットＩＤと突き合わせて、前記ページング・メッ
セージが前記第１のグループ向けであるかどうかを判断するデバイス。
【請求項４】
　前記グループ・ページング・ターゲットＩＤが前記第１のグループの前記デバイスに関
するグループ国際移動加入ＩＤの一部であり、前記グループ国際移動加入ＩＤが前記第１
のグループの前記デバイスに固有のパラメータを更に含み、前記無線制御エンティティか
ら前記デバイスによって受信された前記ページング・メッセージが前記グループ国際移動
加入ＩＤを含み、前記プロセッサが、前記グループ国際移動加入ＩＤ内にコード化された
前記パラメータを抽出するように更に適合された請求項３に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記プロセッサが、前記グループ国際移動加入ＩＤ内に含まれる前記パラメータに基づ
いて、前記グループ国際移動加入ＩＤ内に含まれる前記パラメータを採用すべきかどうか
又はアイドル状態から接続状態に遷移すべきかどうかを判断するように更に適合された請
求項４に記載のデバイス。
【請求項６】
　ネットワーク内の少なくとも１つの無線制御エンティティ（ｅＮＢ）に接続した第１の
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グループのデバイスをページングするための方法であって、グループ・ページング・ター
ゲットＩＤ及びグループ・ページング・リソース指示が前記第１のグループのすべてのデ
バイスに割り当てられ、前記方法が、
　前記グループ・ページング・ターゲットＩＤ及び前記グループ・ページング・リソース
指示を含む第１のページング・メッセージを前記ネットワーク内のエンティティから前記
少なくとも１つの無線制御エンティティに送信するステップと、
　前記少なくとも１つの無線制御エンティティが、前記受信したグループ・ページング・
リソース指示に基づいて無線チャネル上の送信リソースを計算するステップと、
　前記少なくとも１つの無線制御エンティティが、前記無線チャネルの前記計算された送
信リソースで、前記グループ・ページング・ターゲットＩＤを含む第２のページング・メ
ッセージを送信するステップと、
　前記第１のグループの前記デバイスが、前記無線チャネルの前記計算された送信リソー
スで前記第２のページング・メッセージを受信するステップとを、
　有する方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの無線制御エンティティに接続した第２のグループのデバイスがペ
ージングされ、
　前記グループ・ページング・ターゲットＩＤを前記第２のグループの前記デバイスに割
り当てるステップと、
　前記第１のグループのデバイスのために送信された前記第２のページング・メッセージ
の再送信が前記第２のグループの前記デバイスによって受信されるように決定される第２
のグループ・ページング・リソース指示を、ページング・メッセージを受信するための前
記無線チャネル・リソースを計算するために前記第２のグループの前記デバイスによって
使用される前記第２のグループの前記デバイスに割り当てるステップとを、
　有する請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記無線制御エンティティが、サイクル・パラメータであって、前記第１のグループの
デバイスの前記グループ・ページング・リソース指示と前記第２のグループのデバイスの
前記第２のグループ・ページング・リソース指示との差に相当する前記サイクル・パラメ
ータに基づいて前記第２のページング・メッセージの再送信を実行する請求項７に記載の
方法。
【請求項９】
　前記第２のグループの前記デバイスがページング・メッセージを受信するための前記無
線チャネル・リソースを計算するために、前記無線制御エンティティによって使用される
前記サイクル・パラメータの量の２倍である第２のサイクル・パラメータを使用する請求
項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの無線制御エンティティに接続した少なくとも第２及び第３のグル
ープのデバイスがページングされ、
　第２のグループ・ページング・ターゲットＩＤを前記第１のグループ、第２のグループ
、及び第３のグループの前記デバイスに割り当てるステップと、
　前記第１のグループのデバイスのために送信された前記第２のページング・メッセージ
の再送信が前記第２のグループの前記デバイスによって受信されるように決定される第２
のグループ・ページング・リソース指示を、ページング・メッセージを受信するための前
記無線チャネル・リソースを計算するために前記第２のグループの前記デバイスによって
使用される前記第２のグループの前記デバイスに割り当てるステップと、
　前記第１のグループのデバイスのために送信された前記第２のページング・メッセージ
の２回目の再送信が前記第３のグループの前記デバイスによって受信されるように決定さ
れる第３のグループ・ページング・リソース指示を、ページング・メッセージを受信する
ための前記無線チャネル・リソースを計算するために前記第３のグループの前記デバイス
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によって使用される前記第３のグループの前記デバイスに割り当てるステップとを有し、
　前記第３のグループ・ページング・リソース指示が、前記第２のグループ・ページング
・リソース指示が前記グループ・ページング・リソース指示と異なるのと同じ量だけ前記
第２のグループ・ページング・リソース指示と異なっており、
　前記第１、第２、及び第３のグループの前記デバイスが、ページング・メッセージを受
信するための前記無線チャネル・リソースを計算するために、前記無線制御エンティティ
によって使用されるサイクル・パラメータであって、前記第１のグループのデバイスの前
記グループ・ページング・リソース指示と前記第２のグループのデバイスの前記第２のグ
ループ・ページング・リソース指示との差に相当する前記サイクル・パラメータの量の３
倍である第２のサイクル・パラメータを使用する請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　前記グループ・ページング・ターゲットＩＤが前記第１のグループの前記デバイスに関
するグループ国際移動加入ＩＤの一部であり、前記グループ国際移動加入ＩＤが前記第１
のグループの前記デバイスに固有のパラメータを更に含み、前記パラメータが、好ましく
は、前記第１のグループの前記デバイスに関する前記ネットワークへのアクセス制限を示
す請求項６から１０のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１２】
　前記グループ国際移動加入ＩＤ内の前記パラメータが、前記ネットワークに接続するよ
う前記第１のグループの前記デバイスに指示するページング・メッセージを受信した後に
前記第１のグループの前記デバイスが前記ネットワークへの前記接続を延期しなければな
らない時間を示す請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１のグループの前記デバイスが、前記グループ・ページング・ターゲットＩＤ内
に含まれる前記グループＩＤに基づいて、前記第２のページング・メッセージが前記第１
のグループのデバイス向けであるかどうかを判断するステップと、
　前記第１のグループの前記デバイスが、前記グループ国際移動加入ＩＤ内に含まれる前
記パラメータに基づいて、前記グループ・ページング・ターゲットＩＤ内に含まれる前記
パラメータを採用すべきかどうか又はアイドル状態から接続状態に遷移すべきかどうかを
判断するステップとを、
　更に有する請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　異なる国際移動加入者ＩＤがそれぞれのデバイスに割り当てられ、
　前記第１のグループのそれぞれのデバイスが、前記第１のグループの前記グループ・ペ
ージング・リソース指示に基づいて及び／又は前記国際移動加入者ＩＤに基づいて、ペー
ジング・メッセージを受信するための無線チャネル・リソースを計算するステップを有す
る請求項６から１３のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１５】
　１つのデバイスが２つの異なるグループ・ページング・ターゲットＩＤによって識別さ
れる少なくとも２つの異なるデバイスのグループに属し、前記デバイスには前記２つの異
なるグループ・ページング・ターゲットＩＤのうちの１つが割り当てられる請求項６から
１４のいずれか１つに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、グループ・ページング・ターゲットＩＤ（group paging target identity）
及び個別のグループ・ページング・リソース指示（group paging resource indication）
を使用して複数デバイスのグループをページングするための方法に関する。更に、本発明
は、本発明に関与するＭＴＣデバイスなどのデバイス並びにネットワーク・エンティティ
（network entity）に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　ＵＭＴＳ（ユニバーサル移動通信システム）は、３ＧＰＰ（第３世代パートナーシップ
・プロジェクト）によって標準化された３Ｇ（第３世代）移動通信システムである。
【０００３】
　ＬＴＥ－ロング・ターム・エボリューション
　ユーザ需要の更なる増加に備えるために並びに新しい無線アクセス技術への競争のため
に、３ＧＰＰは、「ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）」としてよく知られて
いる検討項目「次世代ＵＴＲＡ及びＵＴＲＡＮ」を立ち上げた。この検討では、サービス
提供を改善し、ユーザ及び事業者のコストを削減するために、性能において大幅な向上を
達成する方法を調査する。それにより、他の無線アクセス技術との相互作用が可能でなけ
ればならないなので、新しい進化型パケット・コア・ネットワークの必要性が生じた。
【０００４】
　進化型システム・アーキテクチャの代表的な表現が図１に示されている。Ｅ－ＵＴＲＡ
Ｎは、進化型ノードＢ（ｅＮＢ又はｅＮｏｄｅＢ）で構成され、Ｅ－ＵＴＲＡユーザ・プ
レーン（ＰＤＣＰ／ＲＬＣ／ＭＡＣ／ＰＨＹ）及び制御プレーン（ＲＲＣ）のプロトコル
の終端をモバイル・ノード（ＵＥ又はＭＮとも表示される）に提供する。
【０００５】
　ｅＮＢは、ユーザプレーン・ヘッダ圧縮及び暗号化の機能を含む、物理（ＰＨＹ）層、
媒体アクセス制御（ＭＡＣ）層、無線リンク制御（ＲＬＣ）層、及びパケット・データ制
御プロトコル（ＰＤＣＰ）層を含んでいる。また、ｅＮＢは、制御プレーンに対応する無
線リソース制御（ＲＲＣ）機能も提供する。更に、ｅＮＢは、無線リソース管理、許可制
御、スケジューリング、ネゴシエートされたＵＬ－ＱｏＳ（サービス品質）の実施、セル
情報ブロードキャスト、ユーザ及び制御プレーン・データの暗号化／暗号解読、及びＤＬ
／ＵＬユーザ・プレーン・パケット・ヘッダの圧縮／圧縮解凍を含む、多くの機能を実行
する。また、ｅＮＢは、Ｓ１インターフェースによりＥＰＣ（進化型パケット・コア）に
も接続され、より具体的には、Ｓｉ－ＭＭＥによりＭＭＥ（モビリティ（移動）管理エン
ティティ）に接続され、Ｓ１－Ｕによりサービング・ゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）に接続さ
れる。
【０００６】
　ｅＮＢ間ハンドオーバ中にユーザ・プレーン用のモビリティ・アンカとして並びにＬＴ
Ｅとその他の３ＧＰＰ技術との間のモビリティ用のアンカとしても動作しながら（Ｓ４イ
ンターフェースを終了させ、２Ｇ／３Ｇシステムとパケット・データ・ネットワーク・ゲ
ートウェイとの間のトラフィックを中継しながら）、Ｓ－ＧＷはユーザ・データ・パケッ
トを経路指定して転送する。アイドル状態のＵＥに対して、そのＵＥのためのＤＬデータ
が到着した時に、Ｓ－ＧＷはＤＬデータ経路を終了させ、ページングをトリガする。Ｓ－
ＧＷは、ＵＥコンテキスト、例えば、ＩＰベアラ・サービスのパラメータ、ネットワーク
内部経路指定情報を管理して記憶する。また、Ｓ－ＧＷは、合法的な傍受の場合にユーザ
・トラフィックの反復も実行する。
【０００７】
　ＭＭＥはＬＴＥアクセス・ネットワークのための重要な制御ノードである。ＭＭＥは、
アイドル・モードＵＥの追跡並びに再送信を含むページング手順を担当する。ＭＭＥは、
ベアラ活性化／非活性化プロセスに関与しており、初期接続時及びコア・ネットワーク（
ＣＮ）ノード再配置を伴うＬＴＥ内ハンドオーバ時にＵＥのためにＳ－ＧＷの選択も担当
する。また、ＭＭＥは、（ホーム加入者サーバ、ＨＳＳと交信することにより）ユーザを
認証する責任がある。ＭＭＥは、ＵＥがサービス・プロバイダの公衆地上モバイル・ネッ
トワーク（ＰＬＭＮ）をキャンプオンする許可をチェックし、ＵＥローミング制限を施行
する。ＭＭＥは、ＮＡＳ信号方式に関する暗号化／完全性保護のためのネットワーク内の
端点であり、セキュリティ・キー管理を処理する。また、ＭＭＥは、ＬＴＥと２Ｇ／３Ｇ
アクセス・ネットワークとの間のモビリティに関する制御プレーン機能も提供し、Ｓ３イ
ンターフェースはＳＧＳＮ（サービングＧＰＲＳサポート・ノード）からＭＭＥで終端す
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る。また、ＭＭＥは、各ＵＥをローミングするためのホームＨＳＳに向かうＳ６ａインタ
ーフェースの終端でもある。
【０００８】
　パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ（ＰＤＮ－ＧＷ）は、ＵＥに関するト
ラフィックの出口点及び入口点になることにより、外部パケット・データ・ネットワーク
へのＵＥのための接続性を提供する。ＵＥは、複数のＰＤＮにアクセスするために２つ以
上のＰＤＮ－ＧＷとの同時接続を有してもよい。ＰＤＮ－ＧＷは、ポリシー施行、ユーザ
ごとのパケット・フィルタリング、課金サポート、合法的な傍受、及びパケット・スクリ
ーニングを実行する。ＰＤＮ－ＧＷのもう１つの重要な役割は、３ＧＰＰ技術と非３ＧＰ
Ｐ技術との間のモビリティ用のアンカとして動作することである。
【０００９】
　上記を要約すると、新しいＥ－ＵＴＲＡＮアクセスをサポートするために、新しい３Ｇ
ＰＰコア・ネットワークは主に３つの論理エンティティに分離される。第１に、ユーザ・
プレーンでは、ＰＤＮ－ＧＷは、外部ネットワークへのゲートウェイであり、３ＧＰＰア
クセス技術と非３ＧＰＰアクセス技術（ＣＤＭＡ２０００、ＷｉＭＡＸ、又はＷｉＦｉな
ど）との間のモビリティ用のグローバル・モビリティ・アンカである。第２に、もう１つ
のユーザ・プレーン・エンティティであるサービング・ゲートウェイは、３ＧＰＰアクセ
ス（Ｅ－ＵＴＲＡＮ、ＵＴＲＡＮ、ＧＥＲＡＮ）間のモビリティ用のモビリティ・アンカ
である。第３に、モビリティ管理エンティティは、異なるＥＵＴＲＡＮ基地局（ｅＮｏｄ
ｅＢ）間を移動するモバイル端末（以下ではＵＥ又はＭＮともいう）のモビリティ管理を
担当し、セッション管理も担当する制御プレーン・エンティティである。
【００１０】
　上記の通り、ＭＭＥはモビリティ管理及びセッション管理を担当する。ＭＭＥに接続し
たモバイル端末ごとに、特定のモビリティ管理及び進化型パケット・システム・コンテキ
スト情報がＭＭＥに記憶される。これらのコンテキストは、例えば、モビリティ状態、一
時的ＩＤ、現行のトラッキング・エリア・リスト、最後の既知セル、認証ベクトル、アク
セス制限、加入済ＱｏＳプロファイル、加入済課金特性、並びに、アクティブＰＤＮ接続
ごとの使用中のＡＰＮ（アクセス・ポイント名）、ＩＰｖ４／ＩＰｖ６アドレス、制御プ
レーン用のＰＤＮ－ＧＷアドレス、更に、例えばＥＰＳベアラＱｏＳプロファイルである
ＥＰＳベアラ課金特性として、ＰＤＮ接続内の各ＥＰＳ（進化型パケット・システム）ベ
アラに関する情報も含む。
【００１１】
　３ＧＰＰシステム内のモビリティ管理はネットワーク制御であり、ＰＤＮ－ＧＷとＳ－
ＧＷとの間のインターフェースのために２つのプロトコル変種が標準化されている。一方
は、レガシーＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービス）システムで使用されるプロトコルで
あるＧＴＰ（ＧＰＲＳトンネリング・プロトコル）に基づくものであり、もう一方は、Ｉ
ＥＴＦ（インターネット・エンジニアリング・タスク・フォース）において開発されたプ
ロキシ・モバイルＩＰｖ６（ＰＭＩＰｖ６）である。非３ＧＰＰアクセスと相互作用する
ために、モバイル端末は、非３ＧＰＰアクセスがＰＭＩＰｖ６をサポートしている場合、
ＰＭＩＰｖ６も介して、コア・ネットワーク、即ち、ＰＤＮ－ＧＷに接続することができ
る。代わって、モバイル端末がＰＭＩＰｖ６とのインターアクセス・ハンドオーバをサポ
ートしていない場合又は非３ＧＰＰアクセスがＰＭＩＰｖ６をサポートしていない場合、
モバイル端末は、クライアント・モバイルＩＰバージョン、即ち、モバイルＩＰｖ４フォ
ーリン・エージェント・モード（ＭＩＰ４ＦＡ）又はデュアル・スタック・モバイルＩＰ
ｖ６（ＤＳＭＩＰｖ６）を介して、コア・ネットワークに接続することができる。
【００１２】
　マシンツーマシン
　現行のモバイル・ネットワークは、人間対人間の通信用に最適に設計されているが、３
ＧＰＰによりＭＴＣ（マシン・タイプ・コミュニケーション）とも呼ばれるＭ２Ｍ（マシ
ン２マシン）アプリケーションにはあまり最適ではない。
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【００１３】
　Ｍ２Ｍコミュニケーションは、必ずしも人間の対話を必要としないエンティティ間のデ
ータ通信の一形式と見なすことができる。これは、以下のものを伴うので、現行の通信モ
デルとは異なっている。
　・新しいか又は異なるマーケット・シナリオ
　・コスト及び労力の低減
　・潜在的に大多数の通信端末
　・端末あたりのトラフィックが非常に少ない
【００１４】
　いくつかのＭＴＣアプリケーションとしては、例えば、以下のものがある。
　・セキュリティ（例えば、アラーム・システム、陸上通信線用のバックアップ、アクセ
ス制御、自動車／運転手のセキュリティ）
　・トラッキング及びトレーシング（例えば、フリート管理、注文管理、運転時支払、有
料道路、トラフィック情報）
　・支払（店頭販売、自動販売機、ロイヤルティの概念、ゲームマシン）
　・健康（生命徴候のモニター、遠隔診断、ウェブ・アクセス遠隔医療ポイント）
　・遠隔保守／制御（センサ、照明、ポンプ、バルブ、エレベータ制御）
　・計量（例えば、電力、ガス、水道、暖房、格子制御）
【００１５】
　Ｍ２Ｍコミュニケーションに関する検討項目（３ＧＰＰ　ＴＲ２２．８６８）は２００
７年に完了したが、その後の規範的仕様書は全く発行されていない。Ｒｅｌ－１０以上に
ついては、３ＧＰＰは、仕様書フェーズに検討項目からネットワーク改良に関する結果を
取り入れて、ＭＴＣのシナリオ及びアプリケーションをサポートするためにアーキテクチ
ャ上の影響及びセキュリティ面に対処する予定である。このため、３ＧＰＰは、マシン・
タイプ・コミュニケーションのためのネットワーク改良（ＮＩＭＴＣ）に関する作業項目
を定義した。この作業項目には以下の目標及び目的が記載されている。
　－マシン・タイプ・コミュニケーション・サービスを提供する時により低い運転コスト
をネットワーク事業者に提供する。
　－大規模マシン・タイプ・コミュニケーション・グループを処理する際の影響及び労力
を低減する。
　－デバイスのバッテリ電力使用量に及ぼす影響を最小限にするようにネットワーク運用
を最適化する。
　－マシン・タイプ・コミュニケーション要件に応じて調整したサービスを事業者が提供
できるようにすることにより、新しいマシン・タイプ・コミュニケーション・アプリケー
ションを促進する。
【００１６】
　アプリケーションの種類次第で、あるエリアに非常に多数のＭＴＣデバイス、例えば、
市街地のスマート・メータを配備することができる。この場合、すべてのＭＴＣデバイス
が偶然、同時にネットワークへの接続を確立し、その結果、ネットワーク内に信号送出（
シグナリング）ピーク及び輻輳を引き起こす可能性がある。これは、例えば、以下のよう
な場合である。
　－ＭＴＣアプリケーション及び／又はＭＴＣサーバで動作不良が発生している。
　－外部イベント（停電の終了）がＭＴＣデバイスをトリガしてアタッチ／接続させる。
　－反復性のアプリケーションが正確な時間（半時間／四分の一時間）に同期している。
【００１７】
　接続確立要求の数が大きくなりすぎる場合、ＳＧＳＮ／ＭＭＥは接続確立要求のうちの
一部を拒否することができる。しかし、輻輳はコア・ネットワークでのみ解決され、無線
アクセス・ネットワークでは解決されない。従って、多くのＭＴＣデバイスが同じセル内
にあって、信号送出ピークを引き起こしている場合、無線アクセスにも輻輳が存在する。
加えて、一度に大量の同時送信／同時接続が行われたので、コア・ネットワーク・エンテ
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ィティがすでに過負荷になっている可能性がある。従って、ＳＧＳＮ／ＭＭＥによる拒否
は遅すぎる場合もある。
【００１８】
　図２は、時間の経過につれてネットワークに接続するＭＴＣデバイスの数を示している
。図示の通り、ピーク・イベントはＭＴＣデバイスの接続確立をトリガし、それにより急
速にシステムの輻輳が発生する。
【００１９】
　従来技術では、ネットワーク内の信号送出輻輳又は過負荷を低減又は防止するために、
以下のように３通りの解決策が存在する。
－　ＳＧＳＮ／ＭＭＥによる接続要求の拒否：　この解決策は、ＭＴＣデバイスから送信
されたＮＡＳ信号送出要求（接続要求又はＴＡＵ要求又はサービス要求）の拒否に基づく
ものである。ＳＧＳＮ／ＭＭＥは、特定のＡＰＮに接続したか又は特定のＭＴＣグループ
に属するＭＴＣデバイスに関する信号送出要求を拒否すると決定することができる。更に
、それ以前の要求に対する拒否の直後にＭＴＣデバイスが接続要求又はアタッチ要求を再
起動するのを回避するために、ＳＧＳＮ／ＭＭＥは、拒否メッセージでＭＴＣデバイスに
バックオフ時間（back-off time）を提供することができる。この手法に関する問題は以
下の通りである。
　　－ＮＡＳ信号送出要求をＳＧＳＮ／ＭＭＥに送信するためにＭＴＣデバイスがＲＲＣ
接続を確立し続けるので、コア・ネットワーク（ＳＧＳＮ／ＭＭＥ及びＧＧＳＭ／ＰＧＷ
）内の輻輳のみが解決され、無線アクセスでは解決されない。
　　－この場合も一度に大量の同時送信／同時接続によりコア・ネットワーク・エンティ
ティが過負荷になる可能性があり、その結果、拒否が機能できず、すでに遅すぎる。
－　ＲＡＮによる接続要求の拒否：　ＭＴＣデバイスがＲＲＣ接続要求メッセージで「低
優先度指示（low-priority indication）」を送信できることが提案されている。即ち、
ＮＢ／ｅＮＢがコア・ネットワーク（ＣＮ）又はＲＡＮネットワーク内の輻輳状況に気付
いている場合に、ＮＢ／ｅＮＢはＭＴＣデバイスによる低優先度信号送出要求を拒否する
ように構成することができる。更に、ｅＮＢは、ＵＥの低優先度についてＭＭＥに（Ｓ１
－ＡＰを介して）通知することができ、その結果、ＳＧＳＮ／ＭＭＥは、コア・ネットワ
ークで輻輳が発生している場合に、ＭＴＣデバイスからのＮＡＳ信号送出要求を拒否する
と決定することもできる。更に、ｅＮＢは、信号送出を再起動できる時期をＭＴＣデバイ
スに通知するために、拡張されたバックオフ・タイマを提供することができる。この手法
に関する問題は以下の通りである。
　　－ＭＴＣデバイスはすでにＲＲＣ接続要求を送信するためにＲＡＣＨチャネルを求め
て競合しており、即ち、ＭＴＣはすでにコンテンションベースのプリアンブルを使用して
いる。
－　ＳＩＢ２内のベアリング情報（baring information）を含むＭＴＣデバイスに関する
アクセスのベアリング：　アクセス・クラス・ベアリング（ＡＣＢ）機能はすでに３ＧＰ
Ｐの前のリリースに指定されている。ＡＣＢは、特定のアクセス・クラスに属するＵＥに
適用することができる。この解決策は、１）すべてのＭＴＣデバイス、２）特定のＭＴＣ
グループ、３）ＡＰＮごと、４）ＰＬＭＮごとになるように、ベアリングの細分性を拡張
する。この手法に関する問題は以下の通りである。
　　－ベアリングは低速プロセスである（最悪の場合、最大システム情報変更期間のため
に～２０秒を要する可能性がある）。
　　－ＰＬＭＮサービスエリア全体におけるベアリングは望ましくない。
【００２０】
　ページング
　ＵＥがＩＤＬＥ状態であり、ｅＮＢセルにキャンプオンする場合、ページング情報を読
み取れるようにするために、ＵＥはセルと同期している。ページングは、ＵＥがＩＤＬＥ
状態で留まっている、複数のセル内でＵＥを探すための一般的な手順である。ＵＥがペー
ジング・メッセージ／信号を受信すると、ＵＥはＩＤＬＥ状態からＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状
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態に遷移（transfer）し、ＵＥがＩＤＬＥモードでキャンプされているｅＮＢとのＲＲＣ
接続を確立する。
【００２１】
　ＭＭＥは、ＵＥのＰ／ＳＧＷによって、パケットを配信しなければならないことを通知
される。ＭＭＥは、ＵＥが（定期的ＴＡＵ手順を除く）トラッキング・エリア更新（ＴＡ
Ｕ）手順なしに移動できる、いわゆるトラッキング・エリアの一部にある、すべてのｅＮ
Ｂにページング・メッセージ（ＰＭ）を送信する。ＭＭＥからｅＮＢへのＰＭは、特に、
以下の情報を含む。
　－　ＵＥ＿ＩＤ索引値：　ＵＥ＿ＩＤとして知られ、（ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　１０２４）
によって計算されるもの。これに対応して、ＵＥ＿ＩＤは［０，１．．．１０２３］とい
う範囲内の値をとることができる。
　－　ＵＥページングＩＤ：　接続手順中にＵＥに割り当てられたＩＭＳＩ（ＳＩＭカー
ドに記憶された通り）又はＳＡＥ一時移動加入者ＩＤ（Ｓ－ＴＭＳＩ）にすることができ
る。ＵＥページングＩＤは、無線インターフェース（即ち、Ｕｕインターフェース）によ
りページング・メッセージ（ＰＭ）でｅＮＢからＵＥに送信される。
　－　ページングＤＲＸサイクル：　（ＮＡＳ信号方式を使用して）ＵＥ内に構成された
不連続受信（ＤＲＸ）サイクル又はシステム情報ブロック（ＳＩＢ）でブロードキャスト
されたデフォルトＤＲＸサイクルである。デフォルトＤＲＸサイクルは、Ｒａｄｉｏ　Ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｃｏｍｍｏｎ　ＳＩＢ内のページング・サイクルとして
も知られている。ＵＥは、電力消費量を削減するためにＩＤＬＥモードでの不連続受信を
使用してもよい。ＤＲＸサイクルは、特定のＵＥに関するモニタリングするページング発
生（Paging Occurrence）間の時間間隔である。ＳＩＢでブロードキャストされたデフォ
ルトＤＲＸ／ページング・サイクルの値は、３２、６４、１２８、又は２５６個の無線フ
レームである。
【００２２】
　ＭＭＥからのＰＭによってトリガされると、ｅＮＢは定義されたページング発生におい
て無線インターフェースにより他のＰＭをブロードキャストする。ｅＮＢ及びＵＥにおけ
るページング発生の計算は、同じページング発生においてページング・メッセージを送信
／聴取するように調整される。ページング発生は、どの無線フレーム（ページング・フレ
ーム、ＰＦという）及びどのサブフレーム（ページング・オケージョン（paging occasio
n））でページング・メッセージが送信されるかを意味する。ページング・フレーム番号
（ＰＦ＃）は以下の式により計算される。
【数１】

ここで、「Ｔ」はＤＲＸサイクルであり、「ｎＢ」はＳＩＢパラメータである。
【００２３】
　ＬＴＥでは１つの無線フレーム内に１０個のサブフレームがあるので、ページング・オ
ケージョンは［０，１，．．．９］という範囲内の値を有する。ページング・オケージョ
ン番号（以下ではｉ＿ｓでも示される）は以下の式により計算される。

【数２】

【００２４】
　ＵＥがページング・メッセージを読み取るようにトリガされ、ページング・メッセージ
がそのＵＥのＩＤ（ＵＥページングＩＤはＵＥのＩＭＳＩである）を含む場合、ＵＥは、
データが配信されるのを待っていることを通知され、ＵＥはＩＤＬＥ状態からＣＯＮＮＥ
ＣＴＥＤ状態に遷移し、即ち、ＵＥはＲＲＣ接続確立手順を開始する。
【００２５】
　この説明全体を通して「ＰＯ」という略語がページング発生又はページング・オケージ
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ョンとして使用されることに留意されたい。ページング・オケージョンは、ページング・
フレーム内の［０，１．．．９］という範囲内の番号を有するサブフレームを指す。ペー
ジング発生は、ページング・フレーム及びページング・オケージョンに関する一般的な用
語であり、ページング・メッセージについてＵＥによってモニター（監視）されるＰＤＣ
ＣＨ（物理ダウンリンク制御チャネル）内のリソースの位置を指す。
【００２６】
　ＵＥは、ＰＤＳＣＨ（物理ダウンリンク共用チャネル）で送信されるページング・メッ
セージ内のページングＩＤとしてＵＥのＩＭＳＩ（又はＳ－ＴＭＳＩ）を使用することに
よってページングされる。従って、ＵＥごとに、ＭＭＥからｅＮＢ（複数も可）に個別の
ページング・メッセージを送信しなければならず、次にそのメッセージを対応するｅＮＢ
（複数も可）からブロードキャストしなければならない。異なるＵＥに関する着信トラフ
ィック（例えば、音声呼び出し又はＳＭＳ）は別々に到着し、同期されず、その結果、ネ
ットワークは個々のＵＥも別々にページングするので、これは妥当なことである。
【００２７】
　しかし、ＭＴＣデバイスは、通常のＵＥとは異なるトラフィック・パターン及びアプリ
ケーションを有する。従って、ネットワークがＭＴＣデバイスのグループを同時にトリガ
することを希望することが有利であるとすることは現実的なシナリオである。多数のＭＴ
Ｃデバイスが配備され、ほぼ同時にページングされるというシナリオでは、多数のページ
ング・メッセージがコア・ネットワーク内で無線インターフェースにより送信されるので
、これは大量のトラフィックを引き起こすことになるであろう。ｅＮＢによって無線イン
ターフェースにより送信されるそれぞれのページング・メッセージが複数回、例えば、３
回、再送信されるということが事態を悪化させ、その結果、更に多くのトラフィックを発
生し、重要な無線リソースを浪費している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２８】
　従って、上記技術における上記の問題を考慮して、本発明の一目的は、ページングによ
りわずかなトラフィックのみを発生させるため、ネットワーク内の多数のデバイスをペー
ジングするための改良された方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　本発明の一態様によれば、ＭＴＣデバイス（又はＵＥ）に関してグループ・ページング
・メカニズムが導入される。従来技術では、ＵＥは個別にしかも別々にページングされ、
それにより、多数のＵＥをほぼ同時にページングすることが非常にリソースを要するもの
になっている。多数のＭＴＣデバイスが特定のエリア内に配備され、ほぼ同時にページン
グする必要があるか又はアクセス制限パラメータに関して構成しなければならないことは
現実的なことである。また、ＭＴＣデバイスの重要な特徴の１つは、それらが保守及び管
理のためにグループ化できるのに対して、ＵＥは通常、グループ化されないことである。
【００３０】
　ＭＴＣデバイスのグループは、同じＭＴＣ機構、ＡＰＮ、サーバ、加入者に属すること
、又は同じ送信トリガ・メカニズムを有することなどの任意の種類の基準に基づいて形成
することができる。特定のＭＴＣデバイスはいくつかのグループに属してもよい。それぞ
れのグループごとに対応する１つのグループＩＤが生成され、それぞれのＭＴＣデバイス
には、それが属するグループのグループＩＤが割り当てられる。ＭＴＣデバイスは、特定
のページング発生で、即ち、特定のページング・フレーム及びサブフレームで、ページン
グ・チャネルを聴取する。それぞれのグループごとに特定のグループ・ページング・リソ
ース指示が定義され、それによりＭＴＣデバイス及び無線制御エンティティは、ページン
グ・メッセージが送信されるチャネル・リソースを計算することができる。ＭＴＣデバイ
スは、それが属する１つのグループのみのグループ・ページング・リソース指示によって
割り当てられる。換言すれば、特定のＭＴＣデバイスがグループ１、２、３、及び４に属
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する場合、例えば、グループ４というグループ・ページング・リソース指示がそのＭＴＣ
デバイスに割り当てられる。
【００３１】
　特定のグループのＭＴＣデバイスをページングするために、ネットワークは、前記グル
ープを構成するすべてのＭＴＣデバイスを分析し、前記グループのすべてのＭＴＣデバイ
スに到達及びページングするために、いくつのページング・メッセージが送信されるかを
推測する。ページング・メッセージの数は、そのグループのＭＴＣデバイスが聴取するペ
ージング発生の数によって決まる。ネットワークは、ページングすべきＭＴＣグループ内
のＭＴＣデバイスによって使用されるページング発生ごとに１つのページング・メッセー
ジを生成する。これに対応して、それぞれのページング・メッセージは異なるグループ・
ページング・リソース指示を含むが、同じグループＩＤを含むことになる。次にページン
グ・メッセージは、ネットワーク内のページング・エンティティから、ＭＴＣデバイスが
接続される無線制御エンティティ（複数も可）に送信される。
【００３２】
　無線制御エンティティは、ＭＭＥからページング・メッセージで受信したグループ・ペ
ージング・リソース指示に基づいて計算されたチャネル・リソースで、受信したページン
グ・メッセージごとに無線インターフェースにより他のページング・メッセージをブロー
ドキャストする。従って、特定のグループに属するすべてのＭＴＣデバイスは、ページン
グ・メッセージでそれ自体のグループＩＤを確認し、ページング・メッセージがそのデバ
イスにアドレス指定されていることをそれから推測する。より少ないページング・メッセ
ージが使用され、従って、コア・ネットワーク内で無線インターフェースによるリソース
が節約される。ＭＴＣデバイスの大規模グループがページングされる時に、このリソース
節約は特に重要である。
【００３３】
　上記の目的のうちの少なくとも１つは独立請求項の主題によって解決される。本発明の
有利な各実施形態は従属請求項の主題である。
【００３４】
　更に、接続のピークが回避されるように複数のデバイスとネットワークとの間の接続の
確立を制御するための方法を有することは有利になるであろう。
【００３５】
　本発明の一実施形態は、ネットワーク内の少なくとも１つの無線制御エンティティ（ｅ
ＮＢ）に接続した第１のグループのデバイスをページングするための方法を提供する。グ
ループ・ページング・ターゲットＩＤ（グループ疑似ＩＤ）及びグループ・ページング・
リソース指示（ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ）が前記第１のグループのすべてのデバイスに割り当て
られる。ネットワーク内のエンティティ（ＭＭＥ）はグループ・ページング・ターゲット
ＩＤ及びグループ・ページング・リソース指示を含む第１のページング・メッセージを少
なくとも１つの無線制御エンティティに送信する。少なくとも１つの無線制御エンティテ
ィが、受信したグループ・ページング・リソース指示に基づいて無線チャネル上の送信リ
ソースを計算する。少なくとも１つの無線制御エンティティが、無線チャネルの計算され
た送信リソースで、グループ・ページング・ターゲットＩＤを含む第２のページング・メ
ッセージを送信する。第１のグループのデバイスが、無線チャネルの計算された送信リソ
ースで第２のページング・メッセージを受信する。
【００３６】
　本発明の有利な一実施形態により、少なくとも１つの無線制御エンティティに接続した
第２のグループのデバイスがページングされる。グループ・ページング・ターゲットＩＤ
は第２のグループのデバイスに割り当てられる。第２のグループ・ページング・リソース
指示は、ページング・メッセージを受信するための無線チャネル・リソースを計算するた
めに第２のグループのデバイスによって使用される第２のグループのデバイスに割り当て
られる。第２のグループ・ページング・リソース指示は、第１のグループのデバイスのた
めに送信された第２のページング・メッセージの再送信が第２のグループのデバイスによ
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って受信されるように決定される。
【００３７】
　本発明の他の一実施形態では、無線制御エンティティは、サイクル・パラメータに基づ
いて、第２のページング・メッセージの再送信を実行する。サイクル・パラメータは、第
１のグループのデバイスのグループ・ページング・リソース指示と第２のグループのデバ
イスの第２のグループ・ページング・リソース指示との差に相当する。
【００３８】
　本発明の他の実施形態の場合、第２のグループのデバイスは、ページング・メッセージ
を受信するための無線チャネル・リソースを計算するために第２のサイクル・パラメータ
を使用する。第２のサイクル・パラメータは、無線制御エンティティによって使用される
サイクル・パラメータの量の２倍である。
【００３９】
　本発明の他の実施形態により、少なくとも１つの無線制御エンティティに接続した少な
くとも第２及び第３のグループのデバイスがページングされる。第２のグループ・ページ
ング・ターゲットＩＤは、第１のグループ、第２のグループ、及び第３のグループのデバ
イスに割り当てられる。第２のグループ・ページング・リソース指示は、ページング・メ
ッセージを受信するための無線チャネル・リソースを計算するために第２のグループのデ
バイスによって使用される第２のグループのデバイスに割り当てられる。第２のグループ
・ページング・リソース指示は、第１のグループのデバイスについて送信された第２のペ
ージング・メッセージの再送信が第２のグループのデバイスによって受信されるように決
定される。第３のグループ・ページング・リソース指示は、ページング・メッセージを受
信するための無線チャネル・リソースを計算するために第３のグループのデバイスによっ
て使用される第３のグループのデバイスに割り当てられる。第３のグループ・ページング
・リソース指示は、第１のグループのデバイスについて送信された第２のページング・メ
ッセージの再送信が第３のグループのデバイスによって受信されるように決定される。第
３のグループ・ページング・リソース指示は、第２のグループ・ページング・リソース指
示がグループ・ページング・リソース指示と異なるのと同じ量だけ第２のグループ・ペー
ジング・リソース指示と異なっている。第１、第２、及び第３のグループのデバイスは、
ページング・メッセージを受信するための無線チャネル・リソースを計算するために第２
のサイクル・パラメータを使用する。第２のサイクル・パラメータは、無線制御エンティ
ティによって使用されるサイクル・パラメータの量の３倍である。
【００４０】
　本発明の他の実施形態は、グループ・ページング・ターゲットＩＤが第１のグループの
デバイスに関するグループ国際移動加入ＩＤ（疑似ＩＭＳＩ）の一部である場合に関する
。グループ国際移動加入ＩＤは、第１のグループのデバイスに固有のパラメータを更に含
む。このパラメータは、好ましくは、第１のグループのデバイスに関するネットワークへ
のアクセス制限を示す。
【００４１】
　本発明の他の一実施形態では、グループ国際移動加入ＩＤ内のパラメータは、ネットワ
ークに接続するよう第１のグループのデバイスに指示するページング・メッセージを受信
した後に第１のグループのデバイスがネットワークへの接続を延期しなければならない時
間を示す。
【００４２】
　有利な一実施形態により、第１のグループのデバイスは、グループ・ページング・ター
ゲットＩＤ内に含まれるグループＩＤに基づいて、第２のページング・メッセージが第１
のグループのデバイス向けであるかどうかを判断する。第１のグループのデバイスは、グ
ループ国際移動加入ＩＤ内に含まれるパラメータに基づいて、グループ・ページング・タ
ーゲットＩＤ内に含まれるパラメータを採用すべきかどうか又はアイドル状態から接続状
態に遷移すべきかどうかを判断する。
【００４３】
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　本発明の他の実施形態では、ネットワーク内のエンティティは、ネットワークへの第１
のグループのデバイスの接続手順中にグループ・ページング・ターゲットＩＤ及びグルー
プ・ページング・リソース指示を第１のグループのデバイスに割り当てる。第１のグルー
プのデバイスがネットワークからデタッチする（切り離される）と、ネットワーク内のエ
ンティティ及びデバイスは、記憶されたグループ・ページング・ターゲットＩＤ及びグル
ープ・ページング・リソース指示を維持する。
【００４４】
　本発明の他の一実施形態において、ネットワークからデタッチされた第１のグループの
デバイスは、記憶されたグループ・ページング・リソース指示に基づいて計算された無線
チャネルのリソースで、少なくとも１つの無線制御エンティティによって送信されたペー
ジング・メッセージを聴取する。ページング・メッセージは、第１のグループに関するグ
ループ・ページング・ターゲットＩＤを含む。
【００４５】
　本発明の有利な一実施形態によれば、第１のグループのデバイスがネットワークからデ
タッチされると、ネットワーク内のエンティティ及び第１のグループのデバイスは、グル
ープ・ページング・ターゲットＩＤ及び事前定義のページング・リソース指示を記憶する
。ネットワークからデタッチされた第１のグループのデバイスは、無線チャネルの事前定
義のページング・リソースで、少なくとも１つの無線制御エンティティによって送信され
たページング・メッセージを聴取し、そのページング・メッセージは第１のグループに関
するグループ・ページング・ターゲットＩＤを含む。
【００４６】
　本発明の他の実施形態では、第１のグループのデタッチされたデバイスは、第１のグル
ープのデバイスへのページング・メッセージについて、そのリソースで無線チャネルをモ
ニターする。
【００４７】
　本発明の異なる一実施形態の場合、異なる国際移動加入者ＩＤがそれぞれのデバイスに
割り当てられる。第１のグループのそれぞれのデバイスは、第１のグループのグループ・
ページング・リソース指示に基づいて及び／又は国際移動加入者ＩＤに基づいて、ページ
ング・メッセージを受信するための無線チャネル・リソースを計算する。
【００４８】
　本発明の他の実施形態を参照すると、第２のページング・メッセージは、デバイス１つ
をページングする時には前記デバイスの国際移動加入者ＩＤを含み、又は第１のグループ
のすべてのデバイスをページングする時にはグループ・ページング・ターゲットＩＤを含
む。
【００４９】
　本発明の異なる一実施形態は、１つのデバイスが２つの異なるグループ・ページング・
ターゲットＩＤによって識別される少なくとも２つの異なるデバイスのグループに属する
ことを伴い、このデバイスには２つの異なるグループ・ページング・ターゲットＩＤのう
ちの１つが割り当てられる。
【００５０】
　また、本発明の一実施形態は、ネットワーク内の少なくとも１つの無線制御エンティテ
ィに接続した第１のグループのデバイスをページングするためのネットワーク内のページ
ング・エンティティも提供する。グループ・ページング・ターゲットＩＤ及びグループ・
ページング・リソース指示はページング・エンティティによって第１のグループのすべて
のデバイスに割り当てられる。ページング・エンティティは、グループ・ページング・タ
ーゲットＩＤ及びグループ・ページング・リソース指示を第１のグループのすべてのデバ
イスに割り当てるための手段を含む。ページング・エンティティの送信機は第１のページ
ング・メッセージを少なくとも１つの無線制御エンティティに送信し、第１のページング
・メッセージはグループ・ページング・ターゲットＩＤ及びグループ・ページング・リソ
ース指示を含む。グループ・ページング・リソース指示は、第１のグループのデバイスに
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よって受信される第２のページング・メッセージを無線チャネル上で送信するための無線
チャネル上の送信リソースを計算するために無線制御エンティティによって使用される。
【００５１】
　本発明の他の実施形態では、ページング・エンティティの割り当て手段は、第１のグル
ープ、第２のグループ、及び第３のグループのデバイスに第２のグループ・ページング・
ターゲットＩＤを更に割り当てる。また、割り当て手段は第２のグループのデバイスに第
２のグループ・ページング・リソース指示も割り当て、第２のグループ・ページング・リ
ソース指示は、ページング・メッセージを受信するための無線チャネル・リソースを計算
するために第２のグループのデバイスによって使用される。ページング・エンティティの
プロセッサは、第１のグループのデバイスについて送信された第２のページング・メッセ
ージの再送信が第２のグループのデバイスによって受信されるように、第２のグループ・
ページング・リソース指示を決定する。割り当て手段は第３のグループのデバイスに第３
のグループ・ページング・リソース指示を割り当て、第３のグループ・ページング・リソ
ース指示は、ページング・メッセージを受信するための無線チャネル・リソースを計算す
るために第３のグループのデバイスによって使用される。プロセッサは、第１のグループ
のデバイスについて送信された第２のページング・メッセージの再送信が第３のグループ
のデバイスによって受信されるように、第３のグループ・ページング・リソース指示を決
定する。第３のグループ・ページング・リソース指示は、第２のグループ・ページング・
リソース指示がグループ・ページング・リソース指示と異なるのと同じ量だけ第２のグル
ープ・ページング・リソース指示と異なっている。
【００５２】
　本発明の他の一実施形態によれば、第１、第２、及び第３のグループのデバイスは、ペ
ージング・メッセージを受信するための無線チャネル・リソースを計算するために第２の
サイクル・パラメータを使用する。第２のサイクル・パラメータは、第２のページング・
メッセージをブロードキャストするための無線チャネル・リソースを計算するために無線
制御エンティティによって使用されるサイクル・パラメータの量の３倍である。割り当て
手段は、第１、第２、及び第３のグループのデバイスに第２のサイクル・パラメータを割
り当てる。送信機は、無線制御エンティティによって使用されるサイクル・パラメータを
含むページング・メッセージを少なくとも１つの無線制御エンティティに送信する。
【００５３】
　本発明の他の一実施形態では、第１のグループのデバイスがネットワークからデタッチ
されると、ページング・エンティティは、記憶されたグループ・ページング・ターゲット
ＩＤ及びグループ・ページング・リソース指示を維持する。
【００５４】
　本発明の一実施形態は、ネットワーク内の少なくとも１つの無線制御エンティティに接
続した第１のグループのデバイスに属し、ネットワーク内のエンティティによってページ
ングされるデバイスを更に提供する。グループ・ページング・ターゲットＩＤ及びグルー
プ・ページング・リソース指示は第１のグループのすべてのデバイスに割り当てられる。
デバイスの受信機は、ネットワーク内のエンティティからグループ・ページング・ターゲ
ットＩＤ及びグループ・ページング・リソース指示の割り当てを受信する。デバイスのプ
ロセッサは、割り当てられたグループ・ページング・リソース指示に基づいて、無線制御
エンティティがページング・メッセージを送信する無線チャネルのリソースを計算する。
受信機は、無線チャネルの計算されたリソースで無線制御エンティティからページング・
メッセージを受信し、ページング・メッセージはグループ・ページング・ターゲットＩＤ
を含む。プロセッサは、受信したグループ・ページング・ターゲットＩＤを割り当てられ
たグループ・ページング・ターゲットＩＤと突き合わせて、ページング・メッセージが第
１のグループ向けであるかどうかを判断する。
【００５５】
　本発明の他の一実施形態に関しては、グループ・ページング・ターゲットＩＤは、第１
のグループのデバイスに関するグループ国際移動加入ＩＤの一部である。グループ国際移
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動加入ＩＤは、第１のグループのデバイスに固有のパラメータを更に含む。無線制御エン
ティティからデバイスによって受信されたページング・メッセージはグループ国際移動加
入ＩＤを含む。プロセッサは、グループ国際移動加入ＩＤ内にコード化されたパラメータ
を抽出する。
【００５６】
　本発明の他の実施形態により、プロセッサは、グループ国際移動加入ＩＤ内に含まれる
パラメータに基づいて、グループ国際移動加入ＩＤ内に含まれるパラメータを採用すべき
かどうか又はアイドル状態から接続状態に遷移すべきかどうかを判断する。
【００５７】
　本発明の他の一実施形態では、デバイスがネットワークからデタッチされると、デバイ
スは、記憶されたグループ・ページング・ターゲットＩＤ及びグループ・ページング・リ
ソース指示を維持する。
【００５８】
　本発明の有利な一実施形態において、ネットワークからデタッチされたデバイスは、記
憶されたグループ・ページング・リソース指示に基づいて計算された無線チャネルのリソ
ースで、少なくとも１つの無線制御エンティティによって送信されたページング・メッセ
ージを聴取する。ページング・メッセージは、第１のグループに関するグループ・ページ
ング・ターゲットＩＤを含む。
【００５９】
　本発明の他の実施形態では、デバイスがネットワークからデタッチされると、デバイス
は、グループ・ページング・ターゲットＩＤ及び事前定義のページング・リソース指示を
記憶する。デバイスがネットワークからデタッチされると、プロセッサは事前定義のペー
ジング・リソース指示に基づいて無線チャネル・リソースを計算し、受信機は計算された
無線チャネル・リソースで、少なくとも１つの無線制御エンティティによって送信された
ページング・メッセージを聴取する。一態様によれば、特定の時間に繰り返し又は停電後
など特定の条件が満たされた時に、デバイスは、通常、ネットワークに接続する。事実上
、前記デバイスのすべてが同時にネットワークに接続しようと試みるので、これにより、
前記デバイスによる接続のピークが発生することになる。このピークを回避するために、
トリガ後のある期間について、ネットワークへのデバイスの接続が分散される。換言すれ
ば、デバイスは、特定の同じ時間にネットワークに接続するのではなく、所定の期間中に
接続する。
【００６０】
　より詳細には、特定のネットワーク内のすべてのデバイスは、ネットワークへのそれぞ
れの接続をトリガするトリガ・イベントによって、異なるグループに分割される。従って
、１つのグループ内のすべてのデバイスは、同じ条件によって同時にトリガされ、そのた
め回避すべき接続確立ピークを引き起こすことになるであろう。それぞれのグループは、
そのデバイス及びネットワークの１つのエンティティの両方に知られているグループＩＤ
（group identifier）によって識別される。
【００６１】
　接続ピークを回避するために、それぞれのデバイスは特定の期間だけその接続試行を遅
延させ、その遅延はそれぞれのデバイス又はほとんどのデバイスについて都合良く異なる
ものではければならない。従って、すべてのデバイスは同時にネットワークに接続するよ
うにトリガされるが、それぞれのデバイス又はほとんどのデバイスは実際には前記トリガ
後の異なる時間にネットワークに接続する。当然、計算された遅延時間は、輻輳及び接続
ピークが回避される限り、デバイスのうちのいくつかについては同じにすることができる
。
【００６２】
　それぞれのデバイスは、それ自身の遅延時間を計算し、前記計算された遅延時間だけ接
続試行を遅延させる。それぞれのデバイスが遅延時間を計算できるようにするために、ネ
ットワーク内のエンティティからデバイス（複数も可）に構成情報が送信されてもよい。
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【００６３】
　時間の経過につれてネットワークへのデバイスの接続が分散されるかどうか並びにどの
ように分散されるかは、ネットワーク内のデバイスの数、ネットワーク内のその他のモバ
イル・ノード、又はネットワーク内の現行負荷などの様々な要因によって決まる。これら
の要因を決定できるネットワークのエンティティがデバイス（複数も可）に必要な情報を
送信してもよく、次にそのデバイスが前記受信した情報に基づいてそれぞれの接続遅延を
決定し、その接続遅延は接続トリガが発生すると直ちに導入される。すでに前述した通り
、遅延時間はそれぞれデバイス及びすべてのデバイスについて異なる必要はなく、例えば
、５台のデバイスごとに同じ遅延時間を有し、同時に接続することができる。従って、ど
のくらいの時間の間、デバイスを遅延させるかも、ネットワーク管理者による構成によっ
て決まる。
【００６４】
　遅延時間を計算する１つの方法としては、トリガ・イベント後にデバイス接続が分散さ
れる最大遅延時間をネットワークのエンティティが決定することである。この最大遅延時
間は、例えば、デバイスの数、ネットワーク内で現在使用可能なリソース、及び／又は衝
突確率しきい値によって決めてもよい。前記最大遅延時間はデバイスに送信され、デバイ
スは、０より大きく、最大遅延時間より小さい遅延時間をランダムに選択する。特定の遅
延時間をランダムに選択する代わりに、もう１つの方法としては、デバイスのそれぞれに
よる遅延時間の計算が、それぞれのデバイスについて固有のパラメータに基づくものであ
り、それぞれのデバイスが前記固有のパラメータに応じて異なる遅延時間を計算するよう
になっているものである。
【００６５】
　代わって、最大遅延時間をデバイスに送信する代わりに、ネットワークのエンティティ
は、デバイス自身が一般的な最大遅延時間とそれ自身の固有の遅延時間を計算できること
を基礎に、情報をデバイスに送信してもよい。異なる言い方をすると、特定の遅延時間の
計算は完全にデバイス内で実行することができ、その場合、デバイスは、グループ内のデ
バイス数及び／又は使用可能なリソースなど、前記計算に関連する情報についてのみ通知
されることになる。
【００６６】
　一般に、あるグループのデバイスは、トリガ・イベント発生時にネットワークへの接続
を遅延させなければならないかどうか、並びに、ｙｅｓの場合にどのくらいの時間かを構
成する必要がある。ネットワーク内の条件、ネットワーク内の接続ピーク及び輻輳の確率
は時間の経過につれて変化するので、前記の点についてあるグループ内のデバイスの構成
を連続的に更新することは有利である。例えば、グループ内のデバイスの数がしきい値未
満に減少した場合、もはや上記のピーク回避方式の必要性はない。デバイスは、対応する
情報をそれらに提供することにより、それに応じて構成される必要がある。或いは、任意
の輻輳及び衝突が回避されることを確認するためにより長い時間であるグループ内のデバ
イスの接続試行を分散しなければならないように、ネットワーク内の他のモバイル・ノー
ドとの衝突確率が増加する。
【００６７】
　指示されたグループに属するデバイスのみが新しい構成パラメータを採用することを保
証するために、グループＩＤとともに構成情報をネットワーク・エンティティからデバイ
スに送信する。
【００６８】
　ネットワークからデバイスに構成情報を送信する方法については様々な方法がある。こ
れは、部分的には、デバイスの接続状況、即ち、デバイスがネットワークに接続されてデ
ータを交換しているかどうか、或いはデバイスがＩＤＬＥモードになっていて、即ち、ネ
ットワークとデータを交換していないが、ページング・チャネルを聴取しているかどうか
、或いはデータが交換されず、ページングも通常は不可能である、デタッチモードにデバ
イスがなっているかどうかによって決まる。
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【００６９】
　デバイスがすでにネットワークに接続され、構成情報が更新される場合、「通常の」ダ
ウンリンク・データとして新しい構成情報をネットワークからデバイスに送信することは
可能である。或いは、すべてのデバイスに構成情報をマルチキャストしてもよく、グルー
プＩＤに応じてそのグループのデバイスのみが新しい構成情報を処理し採用する。また、
構成情報は、システム情報の一部としてデバイスにブロードキャストしてもよい。
【００７０】
　更に他の方法は、ネットワークのページング・メカニズムが使用され、構成情報が疑似
国際移動加入者ＩＤ（ＩＭＳＩ）又は疑似ＳＡＥ一時移動加入者ＩＤ（ＴＭＳＩ）として
ページング・レコードで送信されることである。前記の場合、疑似ＩＭＳＩ又はＳ－ＴＭ
ＳＩはグループＩＤ及び実際の構成情報をコード化する。
【００７１】
　ＩＤＬＥモードになっているデバイスはネットワークに接続されず、それからデータを
受信しないので、通常のダウンリンク・データ内で新しい構成について通知を受けること
ができない。しかし、ＩＤＬＥモードのデバイスはページングすることができ、システム
情報を受信することもできる。従って、デバイスの構成は、疑似ＩＭＳＩ又はＳ－ＴＭＳ
Ｉを介してデバイスにページングするか又はシステム情報内でブロードキャストしてもよ
い。
【００７２】
　デタッチされたデバイスは、通常、ダウンリンク・データ、マルチキャスト・データ、
ページング情報、又はシステム情報を受信しなくなり、従って、ネットワークへの接続の
遅延確立について新しい構成情報で更新できないであろう。デタッチされたデバイスを更
新するために、デタッチされたデバイスは少なくとも対応するページング・レコード及び
含まれる疑似ＩＭＳＩ又はＴＭＳＩを識別するため、ページング・チャネルを聴取する必
要がある。
【００７３】
　一態様は、複数のデバイスとネットワークとの接続の確立を制御するための方法を提供
する。デバイスは、それぞれ、デバイスによるネットワークへの接続の確立がトリガされ
る条件に基づいて、複数のグループに分割される。構成情報は、ネットワークへの接続の
確立を構成するために、ネットワーク内のエンティティから複数のグループのうちの第１
のグループのデバイスに送信される。第１のグループのそれぞれのデバイスは受信した構
成情報に基づいて特定の遅延時間を決定し、決定された遅延時間は第１のグループのそれ
ぞれのデバイスについて同じではない。第１のグループの条件がネットワークへの接続の
確立をトリガすると、第１のグループのそれぞれのデバイスは決定された遅延時間だけネ
ットワークへの接続の確立を遅延させる。
【００７４】
　有利な一態様によれば、構成情報は最大遅延時間を含み、それぞれのデバイスは０と受
信した最大遅延時間との間の遅延時間をランダムに選択する。
【００７５】
　他の一態様では、第１のグループのそれぞれのデバイスの遅延時間は、第１のグループ
のそれぞれのデバイスに固有の特定のパラメータに更に基づいて決定される。このような
パラメータの一例は、第１のグループのそれぞれのデバイスのＩＤパラメータである。
【００７６】
　追加の一態様の場合、構成情報は継続期間（Duration）パラメータ（Ｄ）及び許可デバ
イス（Allowed Devices）パラメータ（Ａ）を含み、第１のグループのそれぞれのデバイ
スは以下の式によりそれ自体の遅延時間を決定する。
　遅延時間＝（（そのデバイスに固有の特定のパラメータ）ｍｏｄ　（Ｄ））／（Ａ）
【００７７】
　他の態様に関しては、構成情報は衝突パラメータ及び第１のグループ内のデバイスの数
を含み、第１のグループのそれぞれのデバイスは以下の式によりそれ自身の遅延時間を決
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定する。
　　遅延時間＝（最大遅延時間）／（第１のグループ内のデバイスの数）＊（（そのデバ
イスに固有の特定のパラメータ）ｍｏｄ（第１のグループ内のデバイスの数）
【００７８】
　最大遅延時間は衝突パラメータに基づいてデバイスによって計算される。
【００７９】
　他の一態様により、グループは異なるグループＩＤによって識別される。ネットワーク
のエンティティは、特定のデバイスについて、前記特定のデバイスが属するグループを決
定する。次に、決定されたグループを識別するグループＩＤは前記特定のデバイスに送信
される。
【００８０】
　有利な一態様では、複数のグループは異なるグループＩＤによって識別され、それぞれ
のデバイスの加入情報は、前記デバイスが属するグループを識別するグループＩＤを含む
。
【００８１】
　異なる一態様において、構成情報は第１のグループのグループＩＤとともに送信され、
第１のグループのデバイスのみが構成情報を処理することを保証する。
【００８２】
　本発明の他の一態様を参照すると、第１のグループは異なるエリアにおいて異なるグル
ープＩＤによって識別される。あるエリアからネットワークが位置する特定のエリア内に
移動するデバイスには、ネットワークが位置する特定のエリア内の第１のグループのグル
ープＩＤが割り当てられる。
【００８３】
　より詳細な一態様によれば、ネットワークが位置する特定のエリア内に移動するデバイ
スに割り当てられたグループＩＤは、ページング・メカニズムを使用して前記デバイスに
送信される。
【００８４】
　一態様では、構成情報は、直接ダウンリンク・データとして、或いはマルチキャスト又
はブロードキャスト・メカニズムを使用して、或いはブロードキャストされたシステム情
報を使用してネットワーク内の無線制御エンティティを介して、或いはページング・メカ
ニズムを使用して、第１のグループのそれぞれのデバイスに送信される。
【００８５】
　他の一態様により、構成情報は、第１のグループのすべてのデバイスに関するページン
グ・レコード内のパラメータとして第１のグループのデバイスに送信することができる。
【００８６】
　他の態様では、ページング・レコード内のパラメータは、第１のグループのすべてのデ
バイスに関する疑似国際移動加入者ＩＤ（ＩＭＳＩ）であり、第１のグループのグループ
ＩＤはＩＭＳＩ内にコード化される。
【００８７】
　より詳細な一態様において、ネットワーク内のデバイスによって使用される国際移動加
入者ＩＤ（ＩＭＳＩ）は、モバイル国別コード及びモバイル・ネットワーク・コードを含
み、これらはネットワークを識別するために使用される。疑似ＩＭＳＩは、事前定義のモ
バイル国別コード及び／又は事前定義のモバイル・ネットワーク・コードを含み、これら
はそれぞれ、ネットワークで使用されるＩＭＳＩのモバイル国別コード及びモバイル・ネ
ットワーク・コードとは異なっている。従って、通常のＩＭＳＩと疑似ＩＭＳＩとの不一
致（clash）又は混乱は回避される。
【００８８】
　次に、有利な一態様を参照すると、デバイスは、特定の時間にネットワークの無線制御
エンティティによってデバイスに対してページングされるページング・レコードについて
ページング指示を介して通知される。特定の時間は、ネットワーク内のエンティティによ
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って設定されたページング・パラメータに基づいて無線制御エンティティによって計算さ
れる。ページング・パラメータはデバイスに送信され、デバイスがページングされる特定
の時間の計算を可能にする。
【００８９】
　他の一態様では、デバイスは、特定の時間にネットワークの無線制御エンティティによ
ってデバイスに対してページングされるページング・レコードについてページング指示を
介して通知される。特定の時間は、ページング・レコード内で送信されるパラメータに基
づいて無線制御エンティティによって計算される。第２の構成情報を送信するためにその
後のある時点で送信される第２のページング・レコード内の第２のパラメータは、無線制
御エンティティがデバイスをページングする特定の時間が変化しないように計算される。
【００９０】
　他の態様において、ページング・レコード内のパラメータは、第１のグループのすべて
のデバイスに関する疑似システム・アーキテクチャ・エボリューション－一時移動加入者
ＩＤ（Ｓ－ＴＭＳＩ）である。第１のグループのグループＩＤはＳ－ＴＭＳＩ内にコード
化される。
【００９１】
　本発明の一部又は全部の態様において、デバイスはマシンツーマシン・コミュニケーシ
ョン用に最適化される。
【００９２】
　他の一態様は、ネットワークへの接続を確立することを希望する複数のデバイスのうち
の１つのデバイスを提供する。複数のデバイスは、それぞれ、デバイスによるネットワー
クへの接続の確立がトリガされる条件に基づいて、複数のグループに分割される。デバイ
スは複数のグループのうちの第１のグループに属する。デバイスの受信機は、ネットワー
クのエンティティから、ネットワークへの接続の確立を構成するための構成情報を受信す
る。デバイスのプロセッサは、受信した構成情報に基づいて特定の遅延時間を決定し、決
定された遅延時間は第１のグループのそれぞれのデバイスについて同じではない。更に、
第１のグループの条件がネットワークへの接続の確立をトリガすると、プロセッサは決定
された遅延時間だけネットワークへの接続の確立を遅延させる。
【００９３】
　他の態様によれば、構成情報は最大遅延時間を含み、デバイスは０と受信した最大遅延
時間との間の遅延時間をランダムに選択する。
【００９４】
　有利な一態様では、プロセッサは、そのデバイスに固有の特定のパラメータに基づいて
遅延時間を決定する。
【００９５】
　他の一態様の場合、複数のグループは異なるグループＩＤによって識別される。デバイ
スの受信機はネットワークのエンティティからグループＩＤを受信し、そのエンティティ
は、デバイスがネットワークへの接続を確立する条件によりそのデバイスがどのグループ
に属するかを決定する。グループＩＤは構成情報とともに送信される。
【００９６】
　他の態様を参照すると、第１のグループは異なるエリアにおいて異なるグループＩＤに
よって識別される。その後、デバイスが現行エリアから異なるエリア内に移動する場合、
デバイスが属するグループを識別するために前記異なるエリアで使用されるグループＩＤ
がデバイスに割り当てられる。
【００９７】
　他の一態様では、前記異なるエリアで使用されるグループＩＤは、ページング・メカニ
ズムを使用してデバイスに送信される。
【００９８】
　異なる一態様により、受信機は、直接ダウンリンク・データとして、或いはマルチキャ
スト又はブロードキャスト・メカニズムを使用して、或いはブロードキャストされたシス
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テム情報を使用して、或いはページング・メカニズムを使用して、構成情報を受信する。
【００９９】
　他の態様において、受信機は、第１のグループのすべてのデバイスに関するページング
・レコード内のパラメータとして、ページング・メカニズムを使用して構成情報を受信す
る。このパラメータは、疑似国際移動加入者ＩＤ（ＩＭＳＩ）又は疑似システム・アーキ
テクチャ・エボリューション－一時移動加入者ＩＤ（Ｓ－ＴＭＳＩ）であり、グループＩ
ＤはＩＭＳＩ又はＳ－ＴＭＳＩ内にコード化される。
【０１００】
　他の一態様は、複数のデバイスが接続を確立するネットワーク内のエンティティを提供
する。デバイスは、それぞれ、デバイスによるネットワークへの接続の確立がトリガされ
る条件に基づいて、複数のグループに分割される。エンティティのプロセッサは、複数の
グループのうちの第１のグループのそれぞれのデバイスが構成情報に基づいて特定の遅延
時間を決定できるように、構成情報を決定する。決定された遅延時間は第１のグループの
それぞれのデバイスについて同じではなく、決定された遅延時間だけネットワークへの接
続の確立を遅延させるために第１のグループのそれぞれのデバイスによって使用される。
エンティティの送信機は第１のグループのデバイスに構成情報を送信する。
【０１０１】
　有利な一態様により、構成情報は最大遅延時間を含む。エンティティのプロセッサは、
第１のグループ内のデバイスの数及び／又はネットワーク内の負荷に関する情報に基づい
て、最大遅延時間を決定する。
【０１０２】
　他の態様では、エンティティのプロセッサは、前記特定のデバイスが属するグループを
決定する。エンティティの送信機は、グループの決定時に、決定されたグループを識別す
るグループＩＤを前記特定のデバイスに更に送信する。
【０１０３】
　異なる一態様において、エンティティの送信機は第１のグループのデバイスに構成情報
とともにグループＩＤを送信する。
【０１０４】
　他の態様は、直接ダウンリンク・データとして、或いはマルチキャスト又はブロードキ
ャスト・メカニズムを使用して、或いはブロードキャストされたシステム情報を使用して
、或いはページング・メカニズムを使用して、第１のグループのデバイスに構成情報を送
信するエンティティの送信機を取り扱う。
【０１０５】
　他の一態様では、複数のデバイスが接続を確立するネットワーク内の無線制御エンティ
ティを提供する。デバイスは、それぞれ、デバイスによるネットワークへの接続の確立が
トリガされる条件に基づいて、複数のグループに分割される。無線制御エンティティの受
信機は、複数のグループのうちの第１のグループのそれぞれのデバイスが構成情報に基づ
いて特定の遅延時間を決定できるような構成情報をネットワークのエンティティから受信
する。決定された遅延時間は第１のグループのそれぞれのデバイスについて同じではなく
、決定された遅延時間だけネットワークへの接続の確立を遅延させるために第１のグルー
プのそれぞれのデバイスによって使用される。無線制御エンティティの送信機はブロード
キャストされたシステム情報を使用して第１のグループのデバイスに受信した構成情報を
送信する。
【０１０６】
　添付図面に関連して、本発明について以下により詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】ＬＴＥシステムの高レベル・アーキテクチャを示す図である。
【図２】あるグループのすべてのＭＴＣデバイスの同時接続をトリガするトリガ・イベン
ト時にいかなるピーク回避も適用されない場合の接続ピークを示す図である。
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【図３】トリガ・イベントが、あるグループのすべてのＭＴＣデバイスの同時接続をトリ
ガする場合のピーク回避の効果を示す、図２と同様の図である。
【図４】ピーク回避のための構成情報を受信するＭＴＣデバイスのページング手順のフロ
ーチャートである。
【図５】少数のＭＴＣデバイスがネットワーク内に配備され、ピーク回避メカニズムを必
要としない、代表的なシナリオに関するネットワーク配備を示す図である。
【図６】ＭＴＣデバイスの数がしきい値以上に増加し、その結果、ピーク回避が適用され
構成される、図５のシナリオのネットワーク配備を示す図である。
【図７】ＵＥの数が増加し、ネットワーク内の負荷を変化させ、ＭＴＣデバイスに関する
構成更新を必要とする、図６のシナリオのネットワーク配備を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態による疑似ＩＭＳＩの代表的なフォーマットを示す図である
。
【図９】３台のＭＴＣデバイスがネットワークに接続し、ピーク回避メカニズムを使用す
るために構成されている、簡略シナリオの信号図（シグナリング図）である。
【図１０】本発明の一実施形態によりグループＩＤ及び任意選択でパラメータを含む、疑
似ＩＭＳＩのフォーマットを示す図である。
【図１１】本発明の他の実施形態によりグループＩＤ及び任意選択でパラメータを含む、
疑似Ｓ－ＴＭＳＩのフォーマットを示す図である。
【図１２】５台のＭＴＣデバイスとそのＭＴＣデバイスに割り当てられた異なるグループ
ＩＤの概要を示し、更に本発明の一実施形態によりどのグループＩＤ又はＩＭＳＩが個別
及びグループ・ページングに使用されるかを示す図である。
【図１３】５台のＭＴＣデバイスとそのＭＴＣデバイスに割り当てられた異なるグループ
ＩＤの他の概要を示すが、本発明の他の実施形態により特定のＧｒＭＴＣ＿ＩＤをグルー
プ・ページングに使用する場合を示す図である。
【図１４】すべて１つのアクセス・ポイントに接続した３つのｅＮＢに接続した様々なＭ
ＴＣデバイスに関するネットワーク配備を示す図である。
【図１５】ｅＮＢによって実行された再送信がそれぞれＭＴＣグループのうちの１つによ
って受信されるように異なるグループに割り当てられたページング発生が決定される、本
発明の他の実施形態を示す図である。
【図１６】ｅＮＢによって実行された再送信がそれぞれＭＴＣグループのうちの１つによ
って受信されるように異なるグループに割り当てられたページング発生が決定される、本
発明の他の実施形態を示す図である。
【図１７】ｅＮＢによるページング・メッセージの初期送信及び３回の再送信を使用して
ページングされる４つのＭＴＣグループを考慮した、図１５及び図１６のうちの１つと同
様の本発明の一実施形態を示す図である。
【図１８】ｅＮＢによるページング・メッセージの初期送信及び３回の再送信を使用して
ページングされる４つのＭＴＣグループを考慮した、図１５及び図１６のうちの１つと同
様の本発明の一実施形態を示す図である。
【図１９】本発明の一実施形態によりＭＭＥがすべてのｅＮＢにページング・メッセージ
を送信して、同じＡＰＮに属するすべてのＭＴＣデバイスをページングするように、異な
るｅＮＢに接続し、異なるサーバ・グループに属する、様々なＭＴＣデバイスに関するネ
ットワーク配備を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０１０８】
定義
　本明細書で頻繁に使用されるいくつかの用語の定義について以下に示す。
【０１０９】
　モバイル・ノードは、通信ネットワーク内の物理エンティティである。１つのノードは
いくつかの機能エンティティを有していてもよい。機能エンティティは、あるノード又は
ネットワークの他の機能エンティティに対し所定の１組の機能を実現及び／又は提供する
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、ソフトウェア又はハードウェア・モジュールを指す。ノードは、ノードが通信できる通
信設備又は媒体にそのノードを接続する１つ又は複数のインターフェースを有してもよい
。同様に、ネットワーク・エンティティは、他の機能エンティティ又は対応ノードと通信
できる通信設備又は媒体にその機能エンティティを接続する論理インターフェースを有し
てもよい。
【０１１０】
　ＭＴＣデバイスは、通信ネットワーク内の機能エンティティとして理解してもよく、モ
バイル・ノードと同じ場所に位置する場合もあれば、位置しない場合もある。ＭＴＣデバ
イスは、マシン・タイプ・コミュニケーションの要件に応じて適合又は最適化される。
【０１１１】
　その一般的な意味におけるページングは、ＩＤＬＥ状態で留まっている、ある量のセル
内でのモバイル端末（ＵＥ又はＭＴＣデバイス）を探すこととして理解してもよい。しか
し、本発明の各実施形態は、構成パラメータなどの特定の情報をＵＥ／ＭＴＣデバイスに
伝達するために使用されるという点で、ページング・メカニズムの新しい機能を導入して
いる。
【０１１２】
　本発明のいくつかの実施形態について以下に詳細に説明する。この説明は、本発明を制
限するものとして理解するべきではなく、本発明の一般的な原理の一例として理解するべ
きである。当業者であれば、特許請求の範囲に述べられている本発明の一般的な原理が、
本明細書に明示的に記載されていない方法で種々のシナリオに適用できることを認識して
いるはずである。
【０１１３】
　ＭＴＣデバイスは、特定の機能のために特定のエリア内に配備され、特定の間隔で又は
より一般的には送信の条件が適用される時に、例えば、アラーム機能が実装される場合に
、データを送信する必要があるとしてもよい。いかなる送信も実行されない場合、ＭＴＣ
デバイスは、ネットワークに接続する必要がなく、ＩＤＬＥ又はＤＥＴＡＣＨＥＤモード
になってもよい。ＭＴＣデバイスがアップリンク送信を実行するためには、アップリンク
送信をスケジューリングする必要があり、通常、アップリンク送信タイミングを同期させ
る必要がある。
【０１１４】
　前記の点について、ランダム・アクセス・チャネル（ＲＡＣＨ）は、同期していないＵ
Ｅ又はＭＴＣデバイスとＬＴＥアップリンク無線アクセスの直交送信方式との間のインタ
ーフェースとして重要な役割を果たす。ＲＡＣＨは、アップリンク同期を達成するために
ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態のＵＥ又はＭＴＣデバイスによって使用されるか、或い
は新しいセルへのハンドオーバ中に又はＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態からＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣ
ＴＥＤ状態への遷移のために使用される。無線リンク障害の場合、接続モードのＭＴＣデ
バイスはアップリンク同期を緩和し、ＲＡＣＨへの接続によって同期する必要がある場合
もある。
【０１１５】
　ランダム・アクセス手順により、コンテンションベース及びコンテンションフリーのラ
ンダム・アクセスが可能になる。コンテンションベースのアクセスは前述のすべての場合
に使用することができ、コンテンションフリーのアクセスはランダム・アクセスを必要と
するＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態中のダウンリンク・データ到着の場合又は新しいセ
ルへのハンドオーバの場合にｅＮＢによってトリガされ得る。コンテンションベースのラ
ンダム・アクセスの場合、プリアンブル・シグネチャがＵＥ又はＭＴＣデバイスによって
ランダムに選択されて、ＲＡＣＨ上で使用され、即ち、異なるＵＥ又はＭＴＣデバイスが
同時に同じプリアンブル・シグネチャを使用する場合に衝突の可能性がある。これにより
、その後のコンテンション解決プロセスの必要性が生じる。
【０１１６】
　コンテンションフリーのランダム・アクセスの場合、専用のプリアンブル・シグネチャ
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がｅＮＢによってＵＥ又はＭＴＣデバイスに割り振られ、衝突は不可能である。これはコ
ンテンションベースのアクセスより高速であり、時間制約形の場合には重要になる。
【０１１７】
　本発明の各実施形態を説明するために、複数のＭＴＣデバイスが狭いエリアに配備され
るシナリオが想定され、そのＭＴＣデバイスは定期的間隔などの同じ条件によって送信を
実行するようにトリガされる。ＭＴＣデバイスの数が極端に大きい場合及び／又はエリア
内の他のＵＥのためにＭＴＣデバイスがデータを送信するネットワークの負荷が大きい場
合、ＭＴＣデバイスが送信を実行するように同時にトリガされると、ＭＴＣデバイスによ
って接続ピークが発生する。より詳細には、ＭＴＣデバイスはＩＤＬＥ又はＤＥＴＡＣＨ
ＥＤモードになっており、まずＲＡＣＨを介してアップリンクを同期させる必要があると
想定される。従って、特定の時間にすべてのＭＴＣデバイスが同時にＲＡＣＨにアクセス
し、その結果、ネットワーク内に輻輳が発生することになる。
【０１１８】
　本発明の一実施形態によれば、特定のトリガ条件下でピークを発生する可能性のあるＭ
ＴＣデバイスは、前記条件により異なるグループにカテゴリ化（分類化）される。この条
件は、例えば、停電、定期的信号送出などである。従って、特定のグループ内のすべての
デバイスは同じイベントによってトリガされる。このカテゴリ化は、ＭＴＣデバイスの加
入の一部にしてもよく、即ち、ＭＴＣデバイスごとに事前構成してもよい。或いは、ＭＭ
Ｅは、要求されたアクセス・ポイント名（ＡＰＮ）及び加入済ＭＴＣ機能の組み合わせな
ど、その他の情報に基づいてカテゴリを決定してもよい。ＡＰＮはＭＴＣデバイスが接続
したネットワークに対応し、すべての計量装置が同じネットワーク、例えば、公益企業の
ネットワークに接続され、すべての自動販売機が、計量装置が接続されたネットワークと
は異なる同じネットワーク、例えば、自動販売機事業者のネットワークに接続される場合
がある。
【０１１９】
　例えば、ＭＴＣデバイスが様々な条件に基づいてデータを送信する場合、１つのＭＴＣ
デバイスが同時に異なるカテゴリの一部になってもよい。
【０１２０】
　このような接続ピークを回避するために、本発明のこの実施形態によれば、ＭＴＣデバ
イスは、ＲＡＣＨにアクセスすべき時期について動的に通知されることになる。
【０１２１】
　それぞれのＭＴＣデバイスは、ＲＡＣＨへの接続のピークが全く発生しないように、特
定の期間だけそのＲＡＣＨアクセスを遅延させることになるが、トリガ条件が適用された
後、その接続は特定の期間について均等に分散される。一般に時間の経過につれて接続が
均等に分散されるために、ＭＴＣデバイスのそれぞれ又はほとんどは異なる時間だけその
ＲＡＣＨアクセスを遅延させなければならない。
【０１２２】
　遅延時間、即ち、トリガ条件が適用された後それぞれのＭＴＣデバイスがＲＡＣＨへの
接続を遅延させる時間は、ＭＴＣデバイスそのものの内部で計算してもよい。ＭＭＥは、
遅延時間の適切な計算に関連するパラメータについてＭＴＣデバイスに通知する。
【０１２３】
　遅延時間を計算する１つの方法は、ＭＭＥが最大バックオフ時間をＭＴＣデバイスに送
信することである。ピーク・イベント、即ち、トリガ条件が適用される場合、それぞれの
ＭＴＣデバイスは、それぞれのデバイスに固有の実際のバックオフ値として、０～最大バ
ックオフ時間の間隔内のランダム値を決定する。それぞれのＭＴＣデバイスの遅延時間は
ランダムに計算されるので、ＭＴＣデバイスのほとんどは、異なる遅延時間を選択したこ
とになり、従って、異なる時点でＲＡＣＨに接続することになり、その結果、接続のピー
ク及びネットワークの輻輳を回避する。
【０１２４】
　ＭＭＥから送信される最大遅延時間は、ネットワーク内のデバイスの数、ネットワーク
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いて計算されてもよい。ＭＭＥは、以下のものに基づいて、セル内の負荷を推定すること
ができる。
　　・確立されたＲＲＣ接続、ベアラの数、無線リソース使用状況など、例えば、Ｏ＆Ｍ
パフォーマンス測定を介して、ｅＮＢから受信された情報
　　・例えば、１つのｅＮＢ内の負荷がしきい値以上である場合、ＳＧＷはｅＮＢにおけ
るアップリンク／ダウンリンク負荷を把握し、ＭＭＥに通知する。
　　・ＭＭＥは、トラッキング・エリア内のＩＤＬＥ　ＵＥ／デバイスの数を把握し、ピ
ーク・イベントの場合にアクティブなＵＥ／デバイスの予想数を決定することができる。
【０１２５】
　デタッチされた（更に、例えば、低モビリティ機能に加入済）ＭＴＣデバイスは、これ
らのデバイスに関するコンテキストが依然としてＭＭＥに記憶されている場合、ＩＤＬＥ
デバイスと同じようにＭＭＥによって考慮され得る。遅延時間をランダムに計算する場合
、ネットワークはＭＴＣデバイス上のランダム機能によりアクセス動作をほとんど制御で
きない。
【０１２６】
　従って、もう１つの方法は、デバイスごとに異なるパラメータに基づいてデバイスによ
り遅延時間を計算することであり、従って、遅延時間の計算結果はデバイス間で異なるが
、計算に使用される既知の固有のパラメータのために予測可能であることを保証する。例
えば、国際移動加入者ＩＤ（ＩＭＳＩ）が使用されてもよい。
【０１２７】
　このような計算の一例を以下に示す。ＭＴＣデバイスは、継続期間パラメータＤ及び任
意で許可デバイス・パラメータＡについて通知される。輻輳カテゴリ・イベントが発生し
た後、ＭＴＣデバイスは、この２つのパラメータに基づいてネットワークへのアクセスが
許可される時期を決定する。ＭＴＣデバイスは、実際のバックオフ時間Ｔbackoff＝（Ｉ
ＭＳＩ　ｍｏｄ　Ｄ）／Ａを計算する。バックオフ時間は、例えば、数秒又は０．１秒に
することができ、その単位もＭＴＣデバイスに送信することができる。それぞれのデバイ
スの特定のパラメータを使用することにより遅延を計算する場合の１つの特性は、デバイ
スがＲＡＣＨに接続する順序が常に同じままになることである。
【０１２８】
　この不変の順序を回避するために、調整されたＡに加えてＤに異なる（ランダム）値を
使用することができる（例えば、Ａ＝Ｄ／最大バックオフ）。その場合、どのＭＴＣデバ
イスが何時に開始するのを許可されるかをランダム化することは可能であり、常に同じＭ
ＴＣデバイスが最初にネットワークにアクセスすることを回避することができる。更に、
ここで、ネットワークがピーク・イベントの時点に気付いている（例えば、電源障害に気
付いているか或いはＭＴＣデバイス又はその他のエンティティからイベントについて通知
されている）場合、ネットワークは、ＩＭＳＩ、Ｄ値、Ａに基づいてＴbackoffを計算し
、ＭＴＣデバイスがその時点でネットワークへのアクセスを許可されるかどうかをチェッ
クすることもできる。
【０１２９】
　遅延時間を計算するための他のメカニズムは、ピーク・イベントの場合にセル内のＵＥ
及びＭＴＣデバイス間の衝突確率が特定の値未満になり、例えば、ＭＴＣデバイスなしの
通常の衝突確率と比較して最大１％高くなることを保証することをＭＭＥが希望してもよ
い。タイムスロットあたりのＵＥごとの衝突確率
【数３】

及びタイムスロットあたり使用可能なリソースＬの場合、アクセス試行負荷Ｇは
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【数４】

によって推定することができる。即ち、無線フレームあたり２つのＲＡＣＨスロット（そ
れぞれ６４個のシグネチャ・プリアンブルを提供する）を有する１０ＭＨｚの帯域幅であ
り、

【数５】

である場合、スロットあたりＧ＝１．２９３０（－６４＊Ｉｎ（１－０．０２））になり
、更に無線フレームあたり（即ち、１０ｍｓ以内）アクセス試行負荷＝２．５８５９、即
ち、毎秒２５９回の試行になる。ＭＴＣデバイスのピークの場合の衝突確率が１％高い場
合、ＭＴＣデバイス負荷ＧＭＴＣは

【数６】

によって推定することができる。
【０１３０】
　従って、ＭＭＥが式に基づいて上記のパラメータＤ及びＡを決定する（ＭＭＥがＲＡＣ
Ｈ構成に気付いている場合）か、或いはＭＭＥからＭＴＣデバイスに送信された構成情報
が、ＭＴＣデバイスのみに有効な確率値の形（ＭＴＣデバイスが通常の衝突確率

【数７】

に気付いている場合）又は係数
【数８】

の形で、エリア（例えば、セル）内の１つのグループの（予想される）ＭＴＣデバイスの
数及び増加した衝突確率に関する情報を含んでもよい。
【０１３１】
　ＭＭＥは、グループＩＤ及びそのグループのＭＴＣデバイスの数及び増加した衝突確率
に関する情報を含む、ＭＴＣデバイスの通知をトリガする。ＭＴＣデバイスが、ピークを
引き起こす可能性のあるイベントによりネットワークへのアクセスを希望する場合、その
デバイスは、ブロードキャストされたアクセス動作情報、タイムスロットあたり使用可能
なリソースに関するブロードキャストされた情報、及び、例えば、国際移動加入者ＩＤ（
ＩＭＳＩ）としてのローカル・パラメータに基づいて、ネットワークにアクセスすること
が許可されるまでのバックオフ時間を決定する。通常の衝突確率が２％であり、ＭＴＣデ
バイスを使用すると衝突確率が１％高くなり、無線フレームあたり２つのＲＡＣＨスロッ
トであり、スロットあたり６４個のシグネチャ・プリアンブルであるという上記のシナリ
オの場合、無線フレームあたりの追加の負荷は１．３１２８になる。即ち、例えば、エリ
ア内のグループのＭＴＣデバイスが１３１３台である場合、これらのデバイスは１０秒と
いう最大遅延時間にわたり、そのアクセスを分散させる必要がある。それぞれのＭＴＣデ
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バイスは、Ｔbackoff＝１０／１３１３（ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　１３１３）によってそのバ
ックオフ時間（秒単位）を決定することができ、ＭＴＣデバイスは時間の経過につれてネ
ットワークへのそのアクセスを分散し、ピーク・イベントの場合の輻輳が回避される。
【０１３２】
　上述の通り、ＭＴＣデバイスが特定の遅延時間Ｔbackoffを計算するために、ＭＭＥか
らＭＴＣデバイスに情報が送信される。この送信は、ＭＴＣデバイス（複数も可）の現在
の接続状態によって、様々な方法で実行することができる。
【０１３３】
　アクセス動作情報をＭＴＣデバイスに配信するための１つの方法は、通常のダウンリン
ク・データとして、例えば、ＭＴＣアプリケーションの一部として、又はＮＡＳ信号に含
まれる情報として（例えば、トラッキング・エリア更新、ベアラ変更など）、それを送信
することである。このような場合、それぞれのグループのすべてのＭＴＣデバイスは、デ
ータを受信できるようになるために、ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態である必要がある。特に、
大規模グループのＭＴＣデバイスを更新する必要がある場合、これは電力消費量及びネッ
トワークの負荷を増加させるものである。
【０１３４】
　もう１つの解決策は、ブロードキャスト又はマルチキャスト送信（例えば、ＭＢＭＳ、
ＣＢＳ）の一部としてデータを送信することである。ＣＢＳの場合、ＭＭＥは、位置情報
、グループＩＤ、及びパラメータをセル・ブロードキャスト・センタ（ＣＢＣ）に送信す
ることができ、ＣＢＣは定義済みの反復間隔でその位置にあるＭＴＣデバイスにブロード
キャスト・メッセージを送信する。ＭＴＣデバイスは、ネットワークに接続されていない
場合でも、そのセル・ブロードキャスト・メッセージを読み取ることができる。しかし、
これは、ブロードキャスト又はマルチキャスト・メカニズムのサポートを必要とし、従っ
て、ＭＴＣデバイスの複雑さと事業者のコストを増加させるものである。加えて、マルチ
キャスト・メカニズムによっては、ＭＴＣデバイスはＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態である必要
もある。他の可能性によれば、強化されたシステム情報ブロードキャスト（ＳＩＢ）を介
してアクセス動作情報を転送することができる。ＭＭＥはグループＩＤ及び適切なパラメ
ータに関する情報を強化されたＳ１－ＡＰメッセージでｅＮＢに送信することができ、ｅ
ＮＢはＳＩＢを介してその情報をブロードキャストする。強化されたＳ１－ＡＰメッセー
ジは、任意に必要な情報も含むように拡張された新しいＳ１－ＡＰメッセージ・タイプ又
は警告メッセージ送信メッセージ又はｅＮＢ構成転送メッセージにすることができる。
【０１３５】
　ＳＩＢを使用する解決策の問題の１つは、ＭＭＥから新しいアクセス動作パラメータを
受信できるようにし、ＳＩＢを介して動的にＭＴＣデバイスに新しいパラメータを信号送
出できるようにするためにｅＮＢを変更しなければならず、即ち、レガシーｅＮＢはこの
ような新しいパラメータの転送をサポートしないので、レガシーｅＮＢにより無線アクセ
ス・ネットワーク内のピークを回避することが不可能であることである。
【０１３６】
　レガシーｅＮＢが配備されている時にＭＴＣデバイスのピークを回避するために、すで
に上述したように、ＭＭＥはＮＡＳ信号（例えば、接続又はトラッキング・エリア更新）
を使用して、グループＩＤ及びアクセス動作情報についてＭＴＣデバイスに通知してもよ
い。
【０１３７】
　また、新しいパラメータでＩＤＬＥ又はＤＥＴＡＣＨＥＤのＭＴＣデバイスを動的に更
新するために、ページング・メカニズムを使用してもよい。
【０１３８】
　ＵＥの通常のページングは以下のように機能する。ＵＥ又はＭＴＣデバイスは、ページ
ング・メッセージの指示、即ち、ページング無線ネットワーク一時ＩＤ（Ｐ－ＲＮＴＩ）
について物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）をモニターする。ＵＥは、特定の
ＵＥ固有オケージョンに、即ち、特定の無線フレーム内の特定のサブフレームで、ＰＤＣ
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ＣＨチャネルをモニターすることのみが必要である。それ以外の時には、ＵＥは、不連続
受信を適用し、その結果、その受信機をオフにしてバッテリ電力を保存してもよい。異な
る言い方をすると、ＵＥの異なるグループに異なるページングＩＤを提供するのではなく
、異なるＵＥがそれぞれのページング・メッセージについて異なるサブフレームをモニタ
ーする。
【０１３９】
　ＰＤＣＣＨでモニターすべきオケージョンは、ページング・フレーム（ＰＦ）内のペー
ジング・オケージョン（ＰＯ）という特定のサブフレームである。ＰＦは以下のように計
算される。
【数９】

【０１４０】
　ＰＯは、以下の式により索引ｉ＿ｓを使用して、サブフレーム・パターンから導出され
る。

【数１０】

【０１４１】
　以下のパラメータはＰＦ及びｉ＿ｓの計算に使用される。
　　・Ｔ：　ＵＥのＤＲＸサイクル。Ｔは、上位層によって割り振られる場合のＵＥ固有
のＤＲＸ値とシステム情報でブロードキャストされるデフォルトＤＲＸ値のうちの最も短
いものによって決定される。ＵＥ固有のＤＲＸが上位層によって構成されない場合、デフ
ォルト値が適用される。
　　・ｎＢ：　４Ｔ、２Ｔ、Ｔ、Ｔ／２、Ｔ／４、Ｔ／８、Ｔ／１６、Ｔ／３２（フレー
ムあたりのページング・サブフレームの数）
　　・Ｎ：　ｍｉｎ（Ｔ，ｎＢ）
　　・Ｎｓ：　ｍａｘ（１，ｎＢ／Ｔ）
　　・ＵＥ＿ＩＤ：　ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　１０２４
【０１４２】
　ｅＮＢとＵＥはどちらもページング・オケージョンを把握する必要がある。従って、Ｕ
ＥはそのＩＭＳＩからページング・オケージョンを計算することができる。
【０１４３】
　ＰＤＣＣＨ上のページング指示は、ページング・メッセージを搬送する物理ダウンリン
ク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）内のリソース・ブロックに対して指示する。ページング・
メッセージはページングされたＵＥごとに１つのページング・レコードを含み、そのペー
ジング・レコードはＵＥ　ＩＤ（即ち、ＩＭＳＩ又はＳ－ＴＭＳＩ）を含む。
【０１４４】
　本発明の一実施形態によれば、ＭＴＣデバイスはＰ－ＲＮＴＩについてＰＤＣＣＨを聴
取し、そのＰ－ＲＮＴＩがＰＤＳＣＨ内での対応するリソース・ブロックに対して指示す
る。ＰＤＳＣＨ上のページング・レコードは、例えば、グループＩＤ及び新しいパラメー
タをコード化する疑似ＩＭＳＩの形で、構成情報を含む。
【０１４５】
　通常のＩＭＳＩは、モバイル国別コード（ＭＣＣ、３桁）、モバイル・ネットワーク事
業者のモバイル・ネットワーク・コード（ＭＮＣ、２桁又は３桁）、及び移動加入者識別
番号（ＭＳＩＮ、ＭＮＣの長さ次第で１０桁又は９桁）で構成される。
【０１４６】
　図４は、本発明の一実施形態によるページング手順に関するＭＴＣデバイス動作のフロ
ーチャートを示している。初期接続手順中又はＴＡＵ（トラッキング・エリア更新）手順
中に、ＭＴＣデバイスは関連のグループＩＤ（複数も可）を受信する。次に、ＭＴＣデバ
イスは、そのＩＭＳＩ及び可能な疑似ＩＭＳＩ（グループＩＤ（複数も可）及びその結果
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、ページング・オケージョンは変化する可能性があるので、どちらのＩＭＳＩもフローチ
ャートには示されていない）に応じてページング・オケージョンを決定する。異なる言い
方をすると、それぞれのＭＴＣデバイスは、２回のページング・オケージョンでＰＤＣＣ
Ｈを繰り返し聴取し、１回は通常のＩＭＳＩについて、もう一回は疑似ＩＭＳＩについて
聴取する。後で説明するように、ページング・オケージョンは、疑似ＩＭＳＩを使用する
代わりに、ＭＭＥによって決定され、ＭＴＣデバイスに送信されたＵＥ＿ＩＤに基づいて
、ＭＴＣデバイスによって計算することができる。
【０１４７】
　ＭＴＣデバイスはページング・オケージョン（ページング時点）でページング・チャネ
ルをモニターし、Ｐ－ＲＮＴＩがＭＴＣデバイスによって受信された場合、ＭＴＣデバイ
スはＰＤＣＣＨ上のページングによって示されるようにＰＤＳＣＨ内のリソース・ブロッ
ク上の対応するページング・レコードを読み取る。ＭＴＣデバイスは、ページング・レコ
ードが有効な疑似ＩＭＳＩ（複数も可）、即ち、ＭＴＣデバイスが属するグループに関す
るグループＩＤをコード化する疑似ＩＭＳＩを含むかどうかをチェックする。当然、ペー
ジング・オケージョンが疑似ＩＭＳＩのページング・オケージョンに対応しなかった場合
、ＭＴＣデバイスはスキップして、疑似ＩＭＳＩが含まれるかどうかをチェックしてもよ
い。
【０１４８】
　そのグループに関する疑似ＩＭＳＩ（複数も可）が含まれていた場合、ＭＴＣデバイス
は、ＭＴＣデバイスの新しい数などの新しい構成パラメータを採用する。
【０１４９】
　次に、ＭＴＣデバイスがＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態である場合、そのデバイスは、他の情
報（例えば、システム情報の変更の通知）がページング・メッセージに含まれるかどうか
をチェックし、ＰＤＣＣＨをモニターし続ける。そうではなく、ＭＴＣデバイスがＤＥＲ
ＥＧＩＳＴＥＲＥＤである場合、そのデバイスはページング・レコードを更にチェックす
ることはないが、ページング・チャネルをモニターし続ける。ＭＴＣデバイスがＤＥＲＥ
ＧＩＳＴＥＲＥＤではないがＩＤＬＥである場合、そのデバイスはページング・レコード
がＵＥ　ＩＤ（ＩＭＳＩ又はＳ－ＴＭＳＩ）を含むかどうかをチェックし、ページング・
オケージョンがＩＭＳＩのページング・オケージョンに対応しなかった場合、ＭＴＣデバ
イスはスキップして、ＩＭＳＩ又はＳ－ＴＭＳＩが含まれるかどうかをチェックしてもよ
い。
【０１５０】
　ＭＴＣデバイスの有効なＳ－ＴＭＳＩが含まれる場合、そのデバイスはサービス要求を
送信し、ＭＴＣデバイスのＩＭＳＩが含まれる場合、そのデバイスは初期接続を実行する
。ＭＴＣデバイスは、他の情報に関するページング・メッセージのチェックに移行し、ペ
ージング・チャネルをモニターし続ける。
【０１５１】
　従って、ＭＴＣデバイスは特定のページング・オケージョンにＰＤＣＣＨをモニターし
、それぞれの通常のＵＥ　ＩＤ（ＩＭＳＩ又はＳＡＥ一時移動局ＩＤ（Ｓ－ＴＭＳＩ））
に加えて、ＭＴＣデバイスは、疑似ＩＭＳＩ又は所定のＵＥ＿ＩＤに基づいて計算された
ページング・オケージョンにＰＤＣＣＨ上でＰ－ＲＮＴＩによって示されるように、それ
ぞれの系列グループに関連する疑似ＩＭＳＩがＰＤＳＣＨ上で通知されるかどうかもチェ
ックする。有効な疑似ＩＭＳＩがＭＴＣデバイスによって検出された場合、そのデバイス
はページングに応答しないが、含まれていた新しいパラメータを採用する。
【０１５２】
　ページングは、トラッキング・エリアに基づいて関連のｅＮＢにページング要求を配信
するＭＭＥによって実行される。ＭＭＥから「ページング要求」を受信すると、ｅＮＢは
無線インターフェースＰＤＣＣＨチャネルによりページを送信する。
【０１５３】
　特定のデバイスに関するページング・オケージョンは、そのデバイスのＩＭＳＩに基づ
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【０１５４】
　従って、ＩＭＳＩ値が異なると、その結果、ＰＦ及びｉ＿ｓの値も異なる可能性がある
。疑似ＩＭＳＩはグループＩＤ及び構成パラメータをコード化し、時間の経過につれてパ
ラメータが変化することにより、疑似ＩＭＳＩはコード化されたパラメータにより、単一
グループについて異なる複数の値を有する可能性がある。あるグループについて可能な疑
似ＩＭＳＩ値が異なり、その結果、ＰＦ及びｉ＿ｓの値も異なる場合、そのグループのＭ
ＴＣデバイスはあり得るページング・オケージョンをすべてモニターしなければならず、
その結果、オーバヘッド及び電力消費量が高くなる。
【０１５５】
　しかし、現在の３ＧＰＰ規格では、通常のページングの場合、ＭＭＥはＵＥ＿ＩＤにつ
いて明示的にｅＮＢに通知し、即ち、ＭＭＥはＩＭＳＩからＵＥ＿ＩＤを決定し、ｅＮＢ
は受信したＵＥ＿ＩＤに基づいてページング・オケージョンを決定する。従って、疑似Ｉ
ＭＳＩによるページングの場合、ＭＭＥはＵＥ＿ＩＤを有する疑似ページング・メッセー
ジをｅＮＢに送信することができ、ＵＥ＿ＩＤ≠疑似ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　１０２４になる
。従って、疑似ＩＭＳＩが異なっても、結果的にページング・オケージョンは異ならない
。この場合、ＭＴＣデバイスは、ページング・オケージョンを決定するために疑似ＩＭＳ
Ｉを使用しないが、疑似ＩＭＳＩをページングするためにＭＭＥによって使用されるＵＥ
＿ＩＤについて通知される。１つの例としてはＵＥ＿ＩＤ＝グループＩＤである。
【０１５６】
　ｅＮＢに送信されたＵＥ＿ＩＤが疑似ＩＭＳＩと一致しない場合、ＵＥ＿ＩＤが正しい
かどうかをｅＮＢが検証し、その結果、不一致のためにページング・メッセージを拒否す
る場合に、ｅＮＢがページング・メッセージを送信しないことがある。
【０１５７】
　従って、もう１つの例としては、疑似ＩＭＳＩの代わりに疑似Ｓ－ＴＭＳＩ（一時移動
加入者ＩＤ）を使用することである。ページング・メッセージは、ＭＴＣデバイスのグル
ープに関連し、ページング・オケージョンを計算するためにｅＮＢによって使用されるＵ
Ｅ＿ＩＤを含む。加えて、ページング・メッセージは、グループＩＤ及びパラメータをコ
ード化する疑似Ｓ－ＴＭＳＩを含む。グループＩＤに基づいて、ＭＴＣデバイスは、パラ
メータが確かにそれに属することを検証してもよい。
【０１５８】
　しかし、疑似Ｓ－ＴＭＳＩは、ＩＭＳＩの８オクテットと比較して、４オクテットしか
含まない。
【０１５９】
　本発明の他の実施形態によれば、ｅＮＢ実装に対する依存を回避し、あるグループにつ
いて可能な疑似ＩＭＳＩ値がＰＦ及びｉ＿ｓに関して異なる値になることを回避するため
に、特定のグループについて、疑似ＩＭＳＩ（ａ）　ｍｏｄ　１０２４＝疑似ＩＭＳＩ（
ｂ）　ｍｏｄ　１０２４になることが保証されるべきである。異なる言い方をすると、特
定のグループに関する疑似ＩＭＳＩは、異なるパラメータがコード化された場合でも、そ
の結果のＵＥ＿ＩＤ＝疑似ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　１０２４が常に同じになるように生成され
るはずである。
【０１６０】
　以下の表は、これをどのように達成できるかを例示するものである。この例の場合、構
成情報、即ち、疑似ＩＭＳＩは、ＭＴＣデバイスについて増加した衝突確率、グループ内
のＭＴＣデバイスの数、及びグループ固有の定数をコード化するものと仮定する。その結
果、この例の場合、ＭＴＣデバイスはＵＥデバイスに関する最大衝突確率など、上記の式
に基づいてそれ自身の遅延時間を計算するために残りのパラメータを把握していると仮定
する。
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【表１】

【０１６１】
　より詳細には、上記の表から認識できるように、この特定の例の疑似ＩＭＳＩは、最後
の５つの位置にＭＣＣ／ＭＮＣ、次の５つの位置にコード化された衝突確率、疑似ＩＭＳ
Ｉの最初の５つの位置にコード化されたデバイス数＋グループ固有の定数で構成される。
グループ固有の定数はグループＩＤであり、以下の場合には、ページング・オケージョン
が計算される際の基礎となる所定のＵＥ＿ＩＤと同じである。
【０１６２】
　この特定の例では、ＭＣＣ／ＭＮＣは実際にネットワークを識別し、一般に使用される
ＭＣＣ／ＭＮＣに対応する。例えば、ＭＣＣ２６２はドイツを指し、ＭＮＣはボーダフォ
ンを指す。追加の衝突確率をコード化する場合、ＭＣＣ／ＭＮＣがＵＥ＿ＩＤのｍｏｄ　
１０２４計算に対して全く影響を及ぼさないことが保証されることを理解しやすくするた
めに、１０２４の倍数が使用される。従って、０１０２４は０．５％という増加した衝突
確率をコード化し、０２０４８は１％という増加した衝突確率をコード化し、以下同様に
なる。
【０１６３】
　同様に、グループ内のＭＴＣデバイスの数も１０２４の倍数としてコード化され、１０
００台のＭＴＣデバイスは０１０２４としてコード化され、２０００台のＭＴＣデバイス
は０２０４８としてコード化され、以下同様になる。次に、コード化されたＭＴＣデバイ
ス数にグループ固有の定数が加えられ、グループ固有の定数がＵＥ＿ＩＤになる。例えば
、１００台のＭＴＣデバイスの場合、０１０２４に１２３が加えられ、最初の５つの位置
に関して０１１４７となる。衝突確率のコード化により、ｍｏｄ　１０２４が計算する１
０２４の倍数としてのＭＴＣデバイスの数により、必ずＵＥ＿ＩＤとしてグループ固有の
定数が得られる。
【０１６４】
　上記のコード化方式により、実際のパラメータとコード化されたパラメータとの関係を
容易に導出することができるが、通知することができる可能なパラメータの数は、パラメ
ータの個別コード化を基礎として１０２４という大きい数のために確実に制限される。１
０２４のすべての可能な倍数を使用する代わりに、例えば、コード化された衝突確率をコ
ード化するために３２の倍数が使用される場合、はるかに多くの異なる衝突確率をコード
化できるであろう。
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【０１６５】
　しかし、疑似ＩＭＳＩの最初の５つの位置になると、モジュロ演算の結果に直接的な影
響を及ぼすので、これは、コード化されたＭＴＣデバイス数に適用されない。換言すれば
、グループ内のＭＴＣデバイスの数のコード化は、モジュロ演算に使用される数の倍数に
よって行わなければならず、この場合は１０２４である。
【０１６６】
　最大遅延時間などのその他のパラメータをコード化する時に、同様の方式を使用しても
よい。更に、ＵＥ＿ＩＤ及びページング・オケージョンを決定するために疑似Ｓ－ＴＭＳ
Ｉは使用されないので、疑似ＩＭＳＩの代わりに疑似Ｓ－ＴＭＳＩを使用する時に、上記
の考慮事項は適用されない。
【０１６７】
　動的ピーク回避メカニズムが上記の表からの疑似ＩＭＳＩと高レベルでどのように機能
するかに関する一例は、以下の図に関連して示されている。
【０１６８】
　図５では、公益企業が、特定のエリア内でガス計量のために数台のＭＴＣデバイスを配
備している。すべてのデバイスは特定のグループ内にあり、接続手順中にそれらのデバイ
スに１つのグループＩＤ（例えば、１２３）が割り当てられ、通知される。ＭＴＣデバイ
スの数は依然として少数であり、従って、任意の特定のピーク回避制御の必要はない。例
えば、ＭＭＥのネットワーク内には４台のＭＴＣデバイスのみが描写されており、ｅＮＢ
１のセル内に２台、ｅＮＢ２及びｅＮＢ３のセル内にそれぞれ１台のＭＴＣデバイスが描
写されている。描写されているそれぞれのＭＴＣデバイスは実際にはシステム内の３００
台のＭＴＣデバイスに相当すると仮定する。従って、図５のシナリオでは、合計で１２０
０台のＭＴＣデバイスが配備されている。
【０１６９】
　図６によって例示されているように、公益企業はガス計量用のＭＴＣデバイスの数をＭ
ＭＥネットワークについて合計で３０００台まで増加する（１０台のＭＴＣデバイスが描
写されている）。ＭＴＣデバイスの数がしきい値より大きくなる（例えば、しきい値は２
１００台のＭＴＣデバイスである）と、その結果、無線アクセス又はネットワーク内の過
負荷が過負荷状況を引き起こす。新たに接続されたＭＴＣデバイスは図６に斜線付きで描
写されており、接続中にＭＴＣデバイスに関する１％の増加した衝突確率とＭＴＣデバイ
スの数＝３０００について通知され、ＩＤＬＥ又はＤＥＴＡＣＨＥＤのＭＴＣデバイスは
、例えば、上記の表の方式によって生成された疑似ＩＭＳＩを使用してページングを介し
て通知される。この場合、疑似ＩＭＳＩは２６２０２２０４８０３１９５になり、ＭＭＥ
ネットワークがボーダフォン・ドイツ・ネットワークであると仮定する。ＭＴＣデバイス
は、トリガ・イベントがアップリンク同期を達成するようにＲＡＣＨへの接続をトリガし
た時にそれ自身の遅延時間を計算するのに必要な情報について通知される。
【０１７０】
　次に、図７では、ネットワークのトラッキング・エリア内の通常のＵＥの数が増加し、
従って、ＵＥに関する衝突の可能性が増加するが、ＭＴＣデバイスの数及びＭＴＣデバイ
スに関する衝突確率は同じままである。ＵＥデバイスに関する衝突確率が０．５％だけ増
加し、それにより、ＭＴＣデバイスに関する衝突確率が、１％の代わりに０．５％まで同
じ量だけ減少すると仮定する。従って、ＭＭＥはわずか０．５％という新しい増加した衝
突確率及び不変のデバイス数＝３０００についてページングを介してＭＴＣデバイスに通
知する。これにより、上記の表を使用して新しい疑似ＩＭＳＩが生成され、それにより、
疑似ＩＭＳＩ＝２６２０２０１２４０３１９５が得られる。このグループのＭＴＣデバイ
スは、ページングを読み取り、潜在的なピークの場合にそれぞれの接続動作を適合させる
。
【０１７１】
　疑似ＩＭＳＩを生成するための上記の方式に関する問題の１つは、疑似ＩＭＳＩが適切
なモバイル・ネットワーク事業者（又はローミング・パートナー）に属するＭＣＣ及びＭ
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ＮＣで構成される場合に、通常のＩＭＳＩとの不一致が発生する可能性があることである
。例えば、上記の表では、疑似ＩＭＳＩは、ボーダフォン・ドイツ又はＮＴＴドコモ日本
に使用される実際のＭＣＣ及びＭＮＣを使用して生成される。ＭＴＣデバイスが疑似ＩＭ
ＳＩの新しいパラメータについて通知される場合、対応するＩＭＳＩを有するＵＥも、そ
れがページングされると判断し、ネットワークに接続することになる。これに対して、Ｕ
Ｅが実際にそのＩＭＳＩによってページングされると、ＵＥのＩＭＳＩに対応する可能性
のある疑似ＩＭＳＩを有するＭＴＣデバイスも、パラメータの変更が行われたと判断し、
新しいパラメータを採用することになる。
【０１７２】
　可能性のある疑似ＩＭＳＩと通常のＵＥのＩＭＳＩとのこのような不一致を回避するた
めに、モバイル・ネットワーク事業者（又は前記ネットワーク事業者のローミング・パー
トナー）のＭＣＣ及びＭＮＣの代わりに、特定のＭＣＣ（及び／又はＭＮＣ）値をＭＴＣ
デバイスに使用することができる。使用されるＭＣＣ、ＭＮＣ値は、（まだ）割り振られ
ていないＭＣＣ、ＭＮＣ値であるか又は現在のネットワーク事業者とのローミング契約を
持たないネットワーク事業者の値或いは現在のＭＭＥのエリア内で使用されない値のいず
れかである。ＭＣＣ値はすべてのＭＴＣデバイスについて同じにすることができる。或い
は、異なるグループが異なるＭＣＣ値を使用することもできる。ＭＣＣ値がすべてのＭＴ
Ｃデバイスについて同じである場合、グループの最大数は、グループ固有の定数によって
識別される１０２４である。しかし、異なるグループをコード化するために異なるＭＣＣ
値も使用される場合、可能なグループの数は追加のＭＣＣ値あたり１０２４だけ増加する
。
【０１７３】
　ＭＴＣデバイスに異なるＭＣＣ値を使用し、新しいパラメータの通知に１２桁のＭＮＣ
＋ＭＳＩＮを使用するという方式により、ほぼ１０９個の値をパラメータとして表すこと
ができる（１２桁＝ｍａｘ　９９９．９９９．９９９．９９９＝１０１２及び１０１２／
１０２４＝約１０９）。
【０１７４】
　このような疑似ＩＭＳＩは図８に描写されており、ＭＣＣは接続確立の構成に固有のも
のであり、残りの桁は構成パラメータ及びグループＩＤをコード化するものである。
【０１７５】
　更に、疑似ＩＭＳＩ及びグループとの関連を使用する場合の問題の１つは、グループＩ
Ｄが特定のエリア内又は特定の時間にのみ有効であることである。即ち、他のＭＭＥのエ
リアでは同じグループにおいて異なるグループＩＤが使用される可能性がある。或いは、
他の時間では、例えば、ピーク動作が特定の時間間隔中に同様である時に異なるグループ
同士を結合できる場合、複数のグループが他のグループＩＤに割り当てられる可能性があ
る。これにより、ＭＴＣデバイスが他のエリアに移動する時に、グループＩＤがもはや適
用されず、そのグループにおいて適切に構成されないという問題が発生する可能性がある
。
【０１７６】
　本発明の他の実施形態によれば、ＭＴＣデバイスは、上記の問題を解決するために、モ
ビリティによりＴＡＵ（トラッキング・エリア更新）中に更新される。即ち、そのグルー
プの１台のＭＴＣデバイスがアイドル状態であり、異なるＭＭＥに移動する場合、そのデ
バイスはＴＡＵを実行し、ＴＡＵ中に新しいグループＩＤで更新することができる。しか
し、前述の通り、ＭＴＣデバイスは、デタッチされているが、ページング情報を聴取して
いる可能性があり、特定のイベントの場合にのみ接続する。同じように、ＭＴＣデバイス
は定期的ＴＡＵ中に更新することができる。しかし、静的なＭＴＣデバイスは定期的ＴＡ
Ｕを実行しない可能性がある、又は定期的ＴＡＵタイマが大きすぎる可能性がある。従っ
て、ＭＴＣデバイスはＴＡＵなしで新しいグループＩＤを認識する必要がある。
【０１７７】
　従って、グループＩＤの変更についてＴＡＵ手順なしでＭＴＣデバイスに通知するため
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に、ＭＴＣデバイスへのページング・メッセージ内に、具体的には疑似ＩＭＳＩ内に、（
構成パラメータに加えて）指示をコード化することができる。そして、ＭＴＣデバイスは
、検出された位置又は決定された時間と組み合わせて指示及びパラメータに基づいて、グ
ループＩＤが移動又は時間のために変化したのかどうか或いはアクセス動作パラメータが
変化したのかどうかを判断することができる。
【０１７８】
　コード化された指示を含む疑似ＩＭＳＩの例について以下に説明する。
【０１７９】
　疑似ＩＭＳＩの最初の３桁（ＭＣＣ）は現行グループに固有のものであると仮定する。
そして、残りの１２桁はほぼ１０９個の値を表すことができ、コード化された指示＋パラ
メータである。例えば、以下のようになる。
　　・疑似ＩＭＳＩ＝１１１０１０２４００１０３５１及びグループ固有の定数＝疑似Ｉ
ＭＳＩモジュロ１０２４＝１１１である場合、指示＋パラメータは（０１０２４００１０
３５１　－　１１１）／１０２４　＝　０　１００００　０１０から導出することができ
る。１桁目＝０は「予想デバイス及び衝突確率に関する新しいパラメータ」という指示を
意味し、２～６桁目＝予想デバイス、７～９桁目＝０．１％の衝突確率の差を意味する。
　　・疑似ＩＭＳＩ＝２３４１３６５３３５７２８４２及びグループ固有の定数＝疑似Ｉ
ＭＳＩモジュロ１０２４＝２３４である場合、指示＋パラメータは（１３６５３３５７２
８４２　－　２３４）／１０２４　＝　１　３３３３３　５６７から導出することができ
る。１桁目＝１は「新しいＴＡ内のグループＩＤを新しいグループＩＤに変更する」とい
う指示を意味し、２～６桁目＝トラッキング・エリア・コード（ＴＡＣ）、７～９桁目＝
新しいグループＩＤを意味する。ＭＴＣデバイスは、依然として古いトラッキング・エリ
ア内にある間に異なるグループＩＤについて通知される。グループＩＤ２３４を有するＭ
ＴＣデバイスが新しいエリア内で新しいＴＡＣ３３３３３を発見した場合、そのデバイス
はそのグループＩＤを５６７に変更する。
【０１８０】
　本発明の一実施形態により、信号のフローの例を図９に示す。ここで、同じグループの
一部である、即ち、同じイベントの場合に接続を確立する３台のＭＴＣデバイスは同じエ
リア内に（例えば、同じｅＮＢ及びＭＭＥの付近に）位置する。
　１．ＭＴＣデバイスＭＴＣ１はネットワークに接続し、ｅＮＢを介してＭＭＥに接続要
求を送信する。
　２．ＭＭＥはＨＳＳからＭＴＣ１に関する加入コンテキストを要求する。
　３．加入コンテキスト及び追加の情報に基づいて、ＭＭＥはデバイスのピーク動作を判
断し、ＭＴＣ１を適切なグループにカテゴリ化する。同じエリア内のそのグループのＭＴ
Ｃデバイスの総数は依然として少ないので、ピーク回避メカニズムを使用するようにＭＭ
ＥがＭＴＣデバイスをトリガする必要はない。
　４．ＭＭＥはＭＴＣデバイスＭＴＣ１に接続応答を送信し、割り当てられたグループＩ
Ｄを接続メッセージに含める。
　５．ＭＴＣ１はネットワークからデタッチされる（切り離される）。（例えば、ＭＴＣ
１が静的ＭＴＣデバイスであることをＭＭＥが加入コンテキストから気付いているので）
ＭＭＥはＭＴＣデバイスのコンテキストを保持し、ピークの場合、ネットワーク内の負荷
の計算にＭＴＣデバイスも含める。ＭＴＣデバイスＭＴＣ１は、その付随グループに関連
する新しい情報又はパラメータについてページング・チャネルをモニターし続ける。ＭＴ
Ｃ１は、グループＩＤ＝ＵＥ＿ＩＤである場合にステップ４で受信したグループＩＤに基
づいてページング・オケージョンを計算することができる。或いは、グループＩＤがＭＣ
Ｃ部分も含む場合、ＵＥ＿ＩＤをグループＩＤから導出することができる。
　６．ＭＴＣデバイスＭＴＣ２はＩＤＬＥ状態であり、新しいトラッキング・エリア内に
移動する。
　７．ＭＴＣ２はトラッキング・エリア更新要求を新しいＭＭＥに送信する。
　８．ＭＭＥは、（例えば、古いＭＭＥから受信したコンテキストに基づいて）デバイス
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のピーク動作を判断し、ＭＴＣ１と同じグループにＭＴＣ２をカテゴリ化する。グループ
ＩＤはＭＴＣ２の前の位置から変化している。同じエリア内のそのグループのＭＴＣデバ
イスの総数は依然として少ないので、ピーク回避メカニズムを使用するようにＭＭＥがＭ
ＴＣデバイスをトリガする必要はない。
　９．ＭＭＥはトラッキング・エリア更新受諾をＭＴＣデバイスＭＴＣ２に送信し、新し
いグループＩＤを接続メッセージに含める。ＴＡＵ受諾を受信した後、ＭＴＣ２はＩＤＬ
Ｅ状態にされる。ＭＴＣ２は、その付随グループに関連する新しい情報又はパラメータに
ついてページング・チャネルをモニターし続ける。
　１０．ＭＴＣデバイスＭＴＣ３はネットワークに接続し、ｅＮＢを介してＭＭＥに接続
要求を送信する。
　１１．ＭＭＥはＨＳＳからＭＴＣ３に関する加入コンテキストを要求する。
　１２．加入コンテキスト及び追加の情報に基づいて、ＭＭＥはデバイスのピーク動作を
判断し、ＭＴＣ３をＭＴＣ１及びＭＴＣ２と同じグループにカテゴリ化する。同じエリア
内のそのグループのＭＴＣデバイスの総数はしきい値より大きいので、ピーク回避メカニ
ズムを使用するようにＭＭＥがＭＴＣデバイスをトリガする必要がある。従って、ＭＭＥ
はそのグループに関する適切なアクセス動作パラメータを決定する。
　１３．ＭＭＥはＭＴＣデバイスＭＴＣ３に接続応答を送信し、割り当てられたグループ
ＩＤと更にアクセス動作パラメータを接続メッセージにすでに含めている。
　１４．ＭＭＥはグループＩＤ及びアクセス動作パラメータをコード化して疑似ＩＭＳＩ
を生成する。
　１５．ＭＭＥは、適切なＵＥ＿ＩＤ及び疑似ＩＭＳＩを含むページング・メッセージを
ｅＮＢに送信する。
　１６．ｅＮＢはＵＥ＿ＩＤに応じてページング・オケージョンに疑似ＩＭＳＩを有する
ページング・メッセージを送信し、それはすべてのＭＴＣデバイスによって受信される。
　１７．ＭＴＣ１及びＭＴＣ２はページング・メッセージからそのグループＩＤに関する
アクセス動作パラメータを採用する。
　１８．ＭＴＣ１、ＭＴＣ２、及びＭＴＣ３をネットワークに接続させるピーク・イベン
トが発生する。ピーク回避メカニズム及び適切なパラメータにより、それぞれのＭＴＣデ
バイスはそのバックオフ時間を決定する。
　１９．ＭＴＣ３は最も短いバックオフ時間を有し、３台のＭＴＣデバイスのうちで最初
にＲＡＣＨへのランダム・アクセスを実行し、ＭＭＥにサービス要求を送信する。
　２０．ＭＴＣ１のバックオフ・タイマは２番目に切れ、（ＭＴＣ１はデタッチされてい
たので）時間切れ後にＭＴＣ１は初期接続を送信するためにランダム・アクセスを実行す
る。
　２１．ＭＴＣ２は３台のＭＴＣデバイスのうちで最も長いバックオフ時間を有し、ＭＭ
Ｅにサービス要求を送信するために最後にランダム・アクセスを実行する。
【０１８１】
　従って、本発明の各実施形態により、接続ピーク及び輻輳を回避することができる。
【０１８２】
　以下の考察において、ＭＴＣデバイスは一緒にグループ化されると仮定する。例えば、
前の考察において、ＭＴＣデバイスは、同時にネットワークに接続するようにＭＴＣデバ
イスをトリガする条件などのデバイス特性に基づいて一緒にグループ化される。ＭＴＣデ
バイスは、加入情報に基づいて（ＭＴＣユーザ、ＭＴＣ機能、又はＰＬＭＮなどに基づい
て）或いは接続したネットワークに基づいて（アクセス・ポイント名、ＡＰＮなどに基づ
いて）更にグループ化してもよい。
【０１８３】
　更に、１台のＭＴＣデバイスは複数グループのメンバになり得ると仮定する。例えば、
１台のＭＴＣデバイスは、ＭＴＣグループＡ、Ｂ、及びＣに属してもよい。ＭＴＣグルー
プＡのＭＴＣデバイスは加入したＭＴＣユーザに属してもよい。ＭＴＣグループＢのＭＴ
Ｃデバイスは接続したＡＰＮに属してもよい。グループＣのＭＴＣデバイスは特定のＰＬ
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ＭＮに加入してもよい（そのＰＬＭＮは、ＭＴＣデバイスが現在登録されているＰＬＭＮ
と同じＰＬＭＮである場合もあれば、そうではない場合もある）。
【０１８４】
　より詳細には、ページングを担当するネットワーク内の対応するエンティティ、例えば
、ＭＭＥは、ＭＴＣデバイスがそれぞれ属しているグループにより、種々のグループＩＤ
を生成し、それをＭＴＣデバイスに割り当てる。ＭＭＥは、ネットワーク内のＨＳＳ（ホ
ーム加入者サーバ）サーバ又はＡＡＡ（許可認証アカウンティング）サーバからＭＴＣデ
バイスのグループに関する情報を取得することができる。それぞれの既存かつ関連のグル
ープごとに、異なるグループＩＤが生成され、そのＩＤはランダムに選択されてもよい。
例えば、グループＩＤは７桁を有することができるが、以下に説明するように、そのグル
ープＩＤがＩＭＳＩ又はＳ－ＴＭＳＩの一部として使用されるかどうか並びにいくつの桁
がパラメータに使用されるかによって、より少ない桁数又はより多い桁数を有する場合も
ある。
【０１８５】
　ＭＴＣデバイスは、ネットワークへのそれぞれの接続手順中又はトラッキング・エリア
更新手順中にそれらに割り当てられたグループＩＤについてＭＭＥによって通知される。
例えば、接続手順の接続受諾メッセージ又はＴＡＵ手順のＴＡＵ受諾メッセージは、どち
らのメッセージもＭＭＥからＭＴＣデバイスに送信され、ＭＴＣデバイスに割り当てられ
たグループＩＤを含むことができる。従って、ＭＴＣデバイスは、それが属するグループ
のグループＩＤを学習する。もう１つの方法としては、すべてのグループＩＤ又は少なく
ともそのうちのいくつかはすでにＭＴＣデバイス（例えば、ＩＭＳＩと同様にＳＩＭカー
ド内に）及びＭＭＥ内に事前構成される。
【０１８６】
　ページングに関して背景技術の項で述べたように、ＵＥ／ＭＴＣデバイスのＩＭＳＩ又
はＳ－ＴＭＳＩをページングに使用してもよい。
【０１８７】
　図８は、ＩＭＳＩの構造と、輻輳回避のために様々なパラメータをコード化するために
疑似ＩＭＳＩとしてどのようにＩＭＳＩを使用できるかを示している。疑似ＩＭＳＩ又は
疑似Ｓ－ＴＭＳＩを生成する方法のもう１つの例については図１０及び図１１を参照して
以下に提示する。図１０及び図１１の実施形態によれば、疑似ＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩは
、ＭＴＣデバイスに送信すべきグループＩＤ及びパラメータで構成される。例えば、疑似
ＩＭＳＩは従来技術のＩＭＳＩのように１５桁を有してもよく、疑似Ｓ－ＴＭＳＩは従来
技術のように１０桁を有してもよい。グループＩＤフィールドは、例えば、７桁の長さを
有してもよく、それにより疑似Ｓ－ＴＭＳＩのうちの３桁がパラメータ用に残される。
【０１８８】
　ＩＭＳＩフォーマットを使用することの利点は、ＩＭＳＩがＳ－ＴＭＳＩより多くの桁
を有し、より多くのＭＴＣグループ間を区別することができる。可能であれば、疑似ＩＭ
ＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩ並びに特にグループＩＤは、他のいかなるＵＥ又はＭＴＣデバイスも
同じＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩを持たないように生成しなければならない。
【０１８９】
　以下のリストは、代表的な一実施形態を示し、単一のＭＴＣデバイスが属することがで
きるすべてのグループと、それに対応するグループ・ページング・ターゲットＩＤ、この
場合は疑似Ｓ－ＴＭＳＩとを示している。また、このリストは、ＭＴＣデバイスの事前構
成ＩＭＳＩ（例えば、ＳＩＭカードから）も含む。
　　－ＩＭＳＩ
　　－ｐｓ　Ｓ－ＴＭＳＩ－ＡＬＬ＝グループＩＤ（Ａｌｌ）＋パラメータ
　　－ｐｓ　Ｓ－ＴＭＳＩ－ＧｒＡ＝グループＩＤ（ＧｒＡ）＋パラメータ
　　－ｐｓ　Ｓ－ＴＭＳＩ－ＧｒＢ＝グループＩＤ（ＧｒＢ）＋パラメータ
　　－ｐｓ　Ｓ－ＴＭＳＩ－ＡＰＮ１＝グループＩＤ（ＡＰＮ１）＋パラメータ
　　－ｐｓ　Ｓ－ＴＭＳＩ－ＰＬＭＮ１＝グループＩＤ（ＰＬＭＮ１）＋パラメータ
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【０１９０】
　グループ「Ａｌｌ」はネットワーク内で登録されたすべてのＭＴＣデバイスを指し、グ
ループＡ「ＧｒＡ」はユーザＡに属するすべてのＭＴＣデバイスを指す。ＭＴＣデバイス
はグループＢ「ＧｒＢ」にも属することができ、これは「時間制御」機能に加入したすべ
てのＭＴＣデバイスを関連付けるものである。更に、グループＩＤ「ＡＰＮ１」は同じア
クセス・ポイントＡＰＮ１に接続されるすべてのＭＴＣデバイスを指す。ＭＴＣデバイス
が属するＰＬＭＮに基づいて、更に他のグループを形成してもよい。従って、特定の代表
的なＭＴＣデバイスは同時に５つの異なるグループに属する。
【０１９１】
　複数のグループＩＤ及びその結果のグループ疑似ＩＭＳＩを１つのＭＴＣデバイスに割
り当てることによって引き起こされる問題の１つは、ＭＴＣデバイスが疑似ＩＭＳＩごと
に個別のページング発生を計算する場合に、ＭＴＣデバイスが複数のページング発生、即
ち、複数のページング・フレーム及びページング・オケージョンをモニターする必要があ
ることである。ＭＴＣデバイスは、対応するグループＵＥ＿ＩＤを計算する（従来技術の
ページングと比較する）ために「グループＩＤ　ｍｏｄ　１０２４」演算を使用すること
ができ、次にこれはページング・フレーム及びページング・オケージョンを決定するため
に使用される。
【０１９２】
　ＭＴＣデバイスによってモニターされたページング・フレーム及びページング・オケー
ジョンがページングされる（即ち、Ｐ－ＲＮＴＩ、ページング無線ネットワーク一時ＩＤ
がページング発生に含まれる）たびに、ＭＴＣデバイスは対応するページング・メッセー
ジをＰＤＳＣＨ（物理ダウンリンク共用チャネル）から読み取ってデコードするので、こ
の結果、ＭＴＣデバイス内のリソース消費量が増加する。
【０１９３】
　第１の態様によれば、この問題は、複数のグループ・ページング発生のうちの１つのみ
を聴取するようＭＴＣデバイスを構成することによって回避される。これに対応して、グ
ループ・ページング発生の計算は割り当てられたグループＩＤのうちの１つに基づくこと
ができる。ＭＭＥ及びＭＴＣデバイスは、接続又はＴＡＵ手順中に、そのグループのＭＴ
Ｃデバイスに関するページング発生を計算するためにグループＩＤのうちのどのＩＤを使
用すべきかを交渉する。そして、ＭＴＣデバイスは、合意を得たグループＩＤに基づいて
計算されたページング発生のみをモニターする。ＭＭＥは、ｅＮＢにページング・メッセ
ージを送信する時に、ＵＥ＿ＩＤ索引値フィールド内に（合意を得たグループＩＤ　ｍｏ
ｄ　１０２４）の値を含め、ＵＥページングＩＤフィールド内に（ＭＴＣデバイスがペー
ジングされるグループのグループＩＤを含む）疑似ＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩを更に含める
。ＭＭＥからページング・メッセージを受信するｅＮＢ（複数も可）は、ＵＥ＿ＩＤ索引
値フィールド内のグループＩＤに基づいてページング・フレーム及びページング・オケー
ジョン（サブフレーム）を計算することができ、ＰＤＳＣＨの対応するリソースでＵＥペ
ージングＩＤフィールドからグループＩＤをコード化する疑似ＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩを
含むページング・メッセージをブロードキャストする。
【０１９４】
　図１２は、５台のＭＴＣデバイスに割り当てられたグループＩＤとその結果のページン
グの概要を示している。例えば、ＭＴＣデバイス１はグループ１、１１、２１、及び３１
に属し、これに対応して、それ自身のＩＭＳＩ１とは別に、グループＩＤ１、１１、２１
、及び３１が割り当てられている。図１２に提示されている例の場合、ＭＴＣデバイスは
２つのページング発生を聴取し、一方は個々にページングされる場合であり、もう一方は
グループのメンバとしてページングされる場合であると仮定する。
【０１９５】
　個別ページングの場合、即ち、１台のＭＴＣデバイスのみがページングされる場合、Ｍ
ＭＥは、ページング・メッセージのＵＥ＿ＩＤ索引値フィールド内に（ＩＭＳＩ１　ｍｏ
ｄ　１０２４）の値に基づいて計算されたＵＥ＿ＩＤ値を含め、ｅＮＢに送信されたペー
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ジング・メッセージのＵＥページングＩＤフィールド内にＩＭＳＩ１を含める。これによ
り、ｅＮＢは受信したページング・メッセージ内のＵＥ＿ＩＤを使用してページング発生
を計算し、ＵＥページングＩＤフィールド内にＩＭＳＩ１を含むページング・メッセージ
を送信する。ＭＴＣデバイスは、そのＩＭＳＩに対応するページング発生（ＩＭＳＩ　ｍ
ｏｄ　１０２４＝ＵＥ＿ＩＤ）を聴取し、ページング・メッセージを受信する。
【０１９６】
　グループ・ページングの場合、即ち、特定のグループのすべてのＭＴＣデバイスがペー
ジングされる場合、ＭＭＥは、ページング発生を計算するために使用されることがＭＭＥ
及びＭＴＣデバイスによって合意に達したグループＩＤを使用する。ＭＭＥは、ＵＥ＿Ｉ
Ｄ索引値フィールド内の（合意を得たグループＩＤ　ｍｏｄ　１０２４）の値と、ＵＥペ
ージングＩＤフィールド内の（ページングされるグループのグループＩＤに基づく）疑似
ＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩ（ＵＥ＿ＩＤ索引値フィールド内の合意を得たグループＩＤとは
異なるグループＩＤであってもよい）を有するページング・メッセージを生成する。例え
ば、ＭＴＣデバイス１の場合、グループ・ページングは合意を得たグループＩＤ２１に基
づき、個別ページングはＩＭＳＩ１に基づくものである。ＭＴＣデバイス２の場合、グル
ープ・ページングはグループＩＤ１に基づき、個別ページングはＩＭＳＩ２に基づくもの
である。
【０１９７】
　或いは、個別ページングは、ＩＭＳＩの代わりにグループＩＤに基づいてもよい。前記
の場合、ＭＴＣデバイスは２つの異なるページング発生の代わりに１つのページング発生
のみを聴取すればよい。ＭＭＥは、ＵＥ＿ＩＤ索引値フィールド内の合意を得たグループ
ＩＤと、ＭＴＣデバイスのＩＭＳＩ又はＵＥページングＩＤフィールド内のページングす
べきグループのグループＩＤのいずれかを有するページング・メッセージを送信する。
【０１９８】
　本発明の他の実施形態は、以下に説明するように、明示的なグループＩＤ（ＧｒＭＴＣ
＿ＩＤと表示される）が決定され、ＭＴＣデバイスに割り当てられるという点で異なる方
法で問題を解決する。この明示的なグループＩＤは、特定のグループのメンバについてペ
ージング・フレーム及びページング・オケージョンを計算するためにのみ使用される。グ
ループＩＤは、グループを識別し、ページング・メッセージのＵＥページングＩＤフィー
ルド内で使用される。換言すれば、すでに存在するグループＩＤのうちの１つを割り当て
る代わりに、事前構成グループＩＤであるＧｒＭＴＣ＿ＩＤが使用される。
【０１９９】
　ページングのための明示的なグループＩＤ（ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ）は、ＭＭＥ又はネット
ワーク内の任意の他の適切なエンティティによってネットワーク内で定義された各グルー
プについて生成される。ＧｒＭＴＣ＿ＩＤは、（ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　１０２４）によって
計算される従来技術のページングにおけるＵＥ＿ＩＤと同様に、［０，１．．．１０２３
］という範囲から選択してもよい。有利なことに、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤを使用して元のペー
ジング目的でページングされる（即ち、起動する）時に、すべてのＭＴＣデバイスが基本
的に同時に起動して、輻輳を引き起こすことがないように、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤは上記の範
囲から均等に選択しなければならない。
【０２００】
　ＭＭＥは、（使用可能であれば）ＨＳＳから特定のＭＴＣグループに関するＧｒＭＴＣ
＿ＩＤを学習するか又はすでに記憶してもよく、或いは（加入情報、即ち、ＨＳＳで使用
可能ではない場合）新しいＧｒＭＴＣ＿ＩＤを生成してもよい。ＭＭＥは、それに応じて
接続又はＴＡＵ手順中にＭＴＣデバイスへのＧｒＭＴＣ＿ＩＤの割り当てを実行してもよ
い。特定のＭＴＣデバイスが属するすべてのグループのＧｒＭＴＣ＿ＩＤをＭＴＣデバイ
スに割り当てることは可能である。その場合、１つのグループのＭＴＣデバイスは、ＵＥ
＿ＩＤ索引値フィールド内のページングすべきグループのＧｒＭＴＣ＿ＩＤと、ＵＥペー
ジングＩＤフィールド内の対応するグループＩＤとを含む、ページング・メッセージをＭ
ＭＥ内で生成することにより、容易にページングできる。ページング・メッセージはＭＭ
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ＥからｅＮＢに送信され、そこから受信したページング・メッセージ内のＧｒＭＴＣ＿Ｉ
Ｄに応じてチャネル・リソースでブロードキャストされる。前記グループに属するすべて
のＭＴＣデバイスは、ＰＤＳＣＨチャネルの適切なタイミング及びリソースで聴取し、ペ
ージング・メッセージを獲得する。同封されたグループＩＤに基づいて、それらは、ペー
ジング・メッセージがそれらにアドレス指定されていることを認識し、起動する。
【０２０１】
　しかし、前記の場合、ＭＴＣデバイスは、様々なページング発生、即ち、ＧｒＭＴＣ＿
ＩＤあたり１つのページング発生をモニターしなければならない。これを回避するために
、以下により、特定のＭＴＣデバイスにはそのＭＴＣデバイスの様々なグループのうちの
１つのＧｒＭＴＣ＿ＩＤのみが割り当てられると仮定する。
【０２０２】
　更に、接続手順（又はＴＡＵ）中に、それぞれのＭＴＣデバイスは、後でページングの
際に使用するために、それが属するすべてのグループを識別するグループＩＤ（グループ
・ページング・ターゲットＩＤとして使用されるもの）が割り当てられる。そして、それ
ぞれのＭＴＣデバイスはそれがどのグループに属するかを把握し、そのＭＴＣデバイスは
、ページング発生を計算するために使用されるＧｒＭＴＣ＿ＩＤ（グループ・ページング
・リソース指示として）に基づいてモニターすべきとき（即ち、どのリソースか）も把握
する。
【０２０３】
　図１３は、５台の代表的なＭＴＣデバイスのグループＩＤと割り当てられたＧｒＭＴＣ
＿ＩＤの概要を示している。ＭＴＣデバイス１はグループ１、２、及び３に属するものと
し、ＭＴＣデバイス２もグループ１、２、及び３に属し、ＭＴＣデバイス３はグループ２
及び３に属し、ＭＴＣデバイス４はグループ１及び２に属し、ＭＴＣデバイス５はグルー
プ３のみに属するとする。
【０２０４】
　図１３から明らかなように、ＭＭＥはＭＴＣデバイス１、２、及び４にＧｒＭＴＣ＿Ｉ
Ｄ１を割り当て、ＭＴＣデバイス３にＧｒＭＴＣ＿ＩＤ２を割り当て、ＭＴＣデバイス５
にＧｒＭＴＣ＿ＩＤ３を割り当てている。
【０２０５】
　特定のグループのデバイスは、ネットワークへのＲＲＣ接続を確立するようデバイスを
トリガするために、ＩＤＬＥ状態からＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に遷移するものと仮定する
。ＭＭＥはまず、ＭＴＣデバイス１、２、及び４である、グループ１のＭＴＣデバイスを
ページングすることを希望する。従って、ＭＭＥは、ＵＥページングＩＤフィールド内に
疑似ＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩ（グループＩＤ１を含む）を有し、ＵＥ＿ＩＤ索引値フィー
ルド内にＧｒＭＴＣ＿ＩＤ１を有する、ページング・メッセージを生成する。明らかなよ
うに、グループ１のすべてのＭＴＣデバイスはＧｒＭＴＣ＿ＩＤ１に基づいて計算された
ページング発生を聴取し、ＭＭＥからのページング・メッセージで受信されたＧｒＭＴＣ
＿ＩＤ１に基づいてｅＮＢによって計算されたＰＤＳＣＨのリソースでｅＮＢによってブ
ロードキャストされたページング・メッセージを受信する。ｅＮＢによってブロードキャ
ストされたページング・メッセージは、グループＩＤ１を含む疑似ＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳ
Ｉを含み、ＭＴＣデバイス１、２、及び４はページング・メッセージがそれらにアドレス
指定されていることを確認する。従って、これらのデバイスはＩＤＬＥ状態からＣＯＮＮ
ＥＣＴＥＤ状態に遷移する。
【０２０６】
　従来技術により知られているページング・メカニズムによりグループ１の３台のＭＴＣ
デバイスをページングするために、それぞれのＩＭＳＩ（ＭＴＣデバイス１、２、及び４
のもの）と、対応するＵＥ＿ＩＤ（ＩＭＳＩに基づいて計算されたもの）とをそれぞれペ
ージング・メッセージに含む、３つの個別のページング・メッセージをＭＭＥから送信す
ることが必要であった。従って、本発明の実施形態によりグループ・ページング・メカニ
ズムを使用することにより、１つのページング・メッセージのみが送信されるのでリソー
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スを節約することが可能である。
【０２０７】
　次に、グループ２のＭＴＣデバイス、即ち、ＭＴＣデバイス１、２、３、及び４がペー
ジングされる。図１３から認識できるように、ＭＴＣデバイスは、２つの異なるページン
グ発生、即ち、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ１に基づくもの（ＭＴＣデバイス１、２、４）と、Ｇｒ
ＭＴＣ＿ＩＤ２に基づくもの（ＭＴＣデバイス３）を聴取する。従って、ＭＭＥは２つの
ページング・メッセージを送信することになる。ページング・メッセージのうちの一方は
ＵＥ＿ＩＤ索引値フィールド内にＧｒＭＴＣ＿ＩＤ１を含み、もう一方のページング・メ
ッセージはＵＥ＿ＩＤ索引値フィールド内にＧｒＭＴＣ＿ＩＤ２を含む。どちらのページ
ング・メッセージも、ＵＥページングＩＤフィールド内にグループＩＤ２を含む、疑似Ｉ
ＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩを含む。ｅＮＢ（複数も可）は両方のメッセージを受信し、これに
対応して、ＰＤＣＣＨ内のページング・リソースを計算し、どちらもＵＥページングＩＤ
フィールド内にグループＩＤ２を含む２つのページング・メッセージをＰＤＳＣＨ内でブ
ロードキャストすることになる。
【０２０８】
　ＭＴＣデバイス１、２、及び４はＧｒＭＴＣ＿ＩＤ１に基づいてページング発生を聴取
し、グループＩＤ２を含む疑似ＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩを含む対応するページング・メッ
セージを読み取る。ＭＴＣデバイス３はＧｒＭＴＣ＿ＩＤ２に基づいてページング発生を
聴取し、グループＩＤ２を含む疑似ＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩを有する対応するページング
・メッセージを読み取る。ＭＴＣデバイス１、２、３、及び４は、ページング・メッセー
ジの疑似ＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩ内のグループＩＤ２を、それらが割り当てられているグ
ループＩＤ２と突き合わせ、ＩＤＬＥ状態からＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に遷移する。
【０２０９】
　合計で４つのページング・メッセージが送信されるＩＭＳＩに基づく従来技術の個別ペ
ージングと比較して、１つのグループをページングするために２つのページング・メッセ
ージが送信されるが、本発明の実施形態によるグループ・ページングは依然としてコア・
ネットワーク内で無線インターフェースによりリソースを節約する。
【０２１０】
　ＭＭＥは、グループ３のすべてのＭＴＣデバイス、即ち、３つの異なるページング発生
を聴取するＭＴＣデバイス１、２、３、及び５をページングするために３つの異なるペー
ジング・メッセージを送信し、即ち、ＭＴＣデバイス１及び２はＧｒＭＴＣ＿ＩＤ１に基
づいて計算されたページング発生を聴取し、ＭＴＣデバイス３はＧｒＭＴＣ＿ＩＤ２に基
づいて計算されたページング発生を聴取し、ＭＴＣデバイス５はＧｒＭＴＣ＿ＩＤ３に基
づいて計算されたページング発生を聴取する。これに対応して、ＭＭＥは、いずれもＵＥ
ページングＩＤフィールドにグループＩＤ３を有する疑似ＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＳＭＩを含む
が、それぞれＵＥ＿ＩＤ索引値フィールドにＧｒＭＴＣ＿ＩＤ１、２、及び３を含む、３
つのページング・メッセージを生成する。ｅＮＢは、３つのページング・メッセージを受
信し、グループＩＤ３を有する３つのページング・メッセージを、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤに従
って異なるチャネル・フレーム／サブフレームでブロードキャストする。
【０２１１】
　ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ１に関連するページング発生で送信されたページング・メッセージは
、対応するページング・フレーム／サブフレームを聴取するＭＴＣデバイス１、２、及び
４によって受信される。しかし、ＭＴＣデバイス４は、グループ３に属さず、グループ３
にのみアドレス指定されたページング・メッセージ、即ち、ＭＴＣデバイス４が割り当て
られていないグループＩＤ３を含むページング・メッセージを無視する。ＭＴＣデバイス
１、２、３、及び５はＰＤＳＣＨの異なるリソースで聴取するが、いずれもグループ３に
アドレス指定された同じページング・メッセージを受信する。これにより、ＭＴＣデバイ
ス１、２、３、及び５はＩＤＬＥ状態からＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に遷移する。
【０２１２】
　この場合も、３つのグループの４つのメンバについて４つのページング・メッセージを



(40) JP 5738972 B2 2015.6.24

10

20

30

40

50

送信したと思われる従来技術のページング・メカニズムと比較してリソースが節約される
。
【０２１３】
　本発明のグループ・ページングを実行することによって達成される、少ないページング
・メッセージを送信することの利点は、当然、グループに属するＭＴＣデバイスの数につ
れて大きくなる。
【０２１４】
　一般に、ＭＭＥはすべてのＵＥ並びに対応するグループ・ページング・ターゲットＩＤ
及びＧｒＭＴＣ＿ＩＤに関する情報を有する。従って、ＭＭＥは、特定のグループのすべ
てのＭＴＣデバイスに到達するためにいくつのページング・メッセージを送信すべきかを
決定してもよい。これは、基本的に、前記特定のグループのＭＴＣデバイスによっていく
つの異なるページング発生が使用されるかによって決まる。
【０２１５】
　図１３に示されている代表的な実施形態では、グループ・ページングは固定ＧｒＭＴＣ
＿ＩＤに基づいて計算されたページング発生に基づくものであり、個別ページングはＭＴ
ＣデバイスのＩＭＳＩに基づいて計算されたページング発生に基づくものである。従来技
術と同様に、ＭＭＥが１つのＭＴＣのみをページングすることを希望する場合、それは、
ページング・メッセージのＵＥ＿ＩＤ索引値フィールド内にＵＥ＿ＩＤ（＝ＩＭＳＩ　ｍ
ｏｄ　１０２４）を含み、ＵＥページングＩＤフィールド内にＩＭＳＩを含むページング
・メッセージを生成する。このページング・メッセージはｅＮＢに送信され、次に無線イ
ンターフェースによりｅＮＢによってブロードキャストされる。しかし、不利な点は、Ｍ
ＴＣデバイスが２つのページング発生をモニターしなければならず、従って、ＭＴＣデバ
イス内のリソース（例えば、バッテリ）消費量が増加することである。
【０２１６】
　本発明の他の一実施形態によれば、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤを個別ページング及びグループ・
ページングに使用することができる。個別ページングの場合、特定のＭＴＣデバイスのＩ
ＭＳＩがＭＭＥによってページング・メッセージのＵＥページングＩＤフィールド内に含
まれ、グループ・ページングの場合、関連グループのグループ・ターゲットＩＤがページ
ング・メッセージのＵＥページングＩＤフィールド内に含まれる。どちらの場合も、割り
当てられたＧｒＭＴＣ＿ＩＤはＵＥ＿ＩＤ索引値フィールド内に含まれる。個別ページン
グ並びにグループ・ページングにＧｒＭＴＣ＿ＩＤを使用することは、ＭＴＣデバイスが
２つのページング発生の代わりに１つのページング発生のみをモニターしなければならず
、それによりＭＴＣデバイス内の電力が節約されるという利点を有する。
【０２１７】
　ＭＭＥは、ＭＴＣデバイス（例えば、ＩＭＳＩ）とＭＴＣデバイスのグループとそれぞ
れのＭＴＣデバイスのＧｒＭＴＣ＿ＩＤとの関連づけを記憶するものとする。従って、Ｍ
ＭＥは、特定のＭＴＣデバイスがページングされる時に、ページング・メッセージを生成
することができる。
【０２１８】
　一般に、ページング・メッセージは、ＵＥ＿ＩＤ索引値フィールド内に１つの値（例え
ば、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ）と、ＵＥページングＩＤフィールド内に１つの値（例えば、グル
ープＩＤを有するＩＭＳＩ又は疑似ＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩ）のみを含む。しかし、本発
明によれば、１つのページング・メッセージは複数のＭＴＣデバイスをアドレス指定する
ことができる。
【０２１９】
　本発明の上記の各実施形態では、ページング・メッセージは、複数のＭＴＣデバイスの
グループ又は特定のＭＴＣデバイスをページングするために、即ち、ＭＴＣデバイスがＩ
ＤＬＥ状態からＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に遷移するようにデバイスを起動するために使用
される。しかし、上記の各実施形態と同様に、ページング・メッセージは、１つのグルー
プの複数のＭＴＣデバイスに特定の構成パラメータを提供するために使用されてもよい。
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図１０及び図１１に関連してすでに説明したように、パラメータは、それぞれのＭＴＣグ
ループについて生成された疑似ＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩ内にコード化される。
【０２２０】
　一般に、疑似ＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩ内にコード化されたパラメータは、特定のグルー
プのＭＴＣデバイス内で適合させる任意の構成に関連する。アクセス制限の場合、疑似Ｉ
ＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩ内にコード化されたパラメータは、例えば、バックオフ時間によっ
て示された範囲内のランダムに選択された値だけネットワークへの任意の信号の送信を延
期することをＭＴＣデバイスに通知するために、バックオフ時間を指してもよい。また、
バックオフ時間は、ページングされた後で任意の信号の送信前にＭＴＣデバイスが待たな
ければならない最小時間として使用してもよい。
【０２２１】
　パラメータが３桁でコード化される代表的な実施形態では、１桁目は時間フォーマット
、即ち、秒、分、又は時間をコード化することができる。２桁目及び３桁目は、［００，
０１，０２．．．６０］又は［００，０１，０２．．．９９］という範囲内の値をコード
化する。一例として、１桁目の値は、秒の場合は「１」、分の場合は「２」、時間の場合
は「３」になるようにコード化される。その場合、「１４５」というバックオフ時間値は
４５秒を意味し、２２０というバックオフ時間値は２０分を意味する。
【０２２２】
　当然のことながら、バックオフ時間をパラメータとして使用することは一例に過ぎず、
当業者であれば、ＭＴＣデバイス内に構成すべき任意の適切なパラメータをコード化する
ことができる。例えば、上記の各実施形態に対応して、パラメータは増加した衝突確率及
び／又はデバイスの数を示してもよい。例えば、パラメータの数字は、ネットワークにデ
ータ／信号を送信するための確率値（制限係数（restriction factor）ともいう）をコー
ド化してもよい。制限係数が例えば０．９である場合、ＭＴＣデバイスは、制限を適用せ
ずに送信することを希望するそのデータ／信号のうちの１０％のみを送信することができ
る。この制限係数は、ある意味で、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３３１に記載されているアクセ
ス・クラス・ベアリング機能で使用される、いわゆる「ベアリング係数（baring factor
）」として適用されてもよい。
【０２２３】
　一般に、多数のＭＴＣデバイスがネットワークへの信号送出を開始する時に輻輳を回避
するために、パラメータは上述のバックオフ時間のようなアクセス制限を示さなければな
らない。その他のアクセス制限パラメータは、最大数のベアラ、ＡＰＮあたりの接続、又
は制限されたアップリンク・データ速度であってもよい。
【０２２４】
　更に、パラメータは、３桁を含むだけでなく、より多くの桁数で構成されてもよく、従
って、より多くのパラメータ又はより詳細なパラメータをコード化することができる。
【０２２５】
　より詳細には、図１０又は図１１の疑似ＩＭＳＩ又は疑似Ｓ－ＴＭＳＩがページング・
メッセージのＵＥページングＩＤフィールドで使用される場合、前記ページング・メッセ
ージを受信するＭＴＣデバイスは、直ちにＩＤＬＥ状態からＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に遷
移せずに、その代わりに疑似ＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩにコード化されたパラメータを採用
する。
【０２２６】
　起動機能とパラメータ構成とを区別するために、ＭＴＣデバイスが起動しなければなら
ないか又はコード化されたパラメータ（複数も可）を採用しなければならないかを判断で
きるように、疑似ＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩを特別にセットアップすることができる。例え
ば、グループのＭＴＣデバイスが起動しなければならない場合、バックオフ時間をゼロに
設定することができる（即ち、パラメータ値の２桁目及び３桁目を「０」にセットアップ
する）。バックオフ時間が非ゼロ値を有する場合、ＭＴＣデバイスは、ＣＯＮＮＥＣＴＥ
Ｄ状態に変化せずに、単にその非ゼロ・パラメータを採用することになる。従って、疑似
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ＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩ内のグループＩＤはどちらの場合も同じであるが、パラメータ設
定は異なっている。
【０２２７】
　一般的に言うと、疑似ＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩのパラメータ部分の構成は、必要なアク
ションについて、即ち、グループ・ページングを実行すべきか又はパラメータを採用すべ
きかについて、ＭＴＣデバイスに通知する。
【０２２８】
　或いは、パラメータのコード化に使用されるグループＩＤと比較して、異なる固有の疑
似ＩＭＳＩ又は疑似Ｓ－ＴＭＳＩ（異なる固有のグループＩＤ）をグループ・ページング
に使用してもよい。より詳細には、２つの異なるグループＩＤをグループごとに指定でき
る。第１のものは、対応するグループのすべてのＭＴＣデバイスが起動してＣＯＮＮＥＣ
ＴＥＤ状態に遷移する時に使用される。ＭＴＣデバイスは、ページング・メッセージを読
み取って、ページング・メッセージのＵＥページングＩＤフィールド内のグループＩＤを
それ自身のグループＩＤと照らし合わせてチェックする時に、それが起動するよう要求さ
れていることを推測する。これに対して、グループＩＤがパラメータ構成を指す場合、Ｍ
ＴＣデバイスは、そのグループＩＤと内部に記憶されたグループＩＤとを突き合わせるこ
とにより、これを学習し、その後、起動する代わりに、ＭＴＣデバイスは疑似ＩＭＳＩ／
Ｓ－ＴＭＳＩにコード化されたパラメータ（複数も可）を採用することになる。
【０２２９】
　一度にページングしなければならないＭＴＣグループが多数ある場合、ＭＭＥはそれぞ
れのＭＴＣグループごとにページング・メッセージを送信しなければならず、その結果、
ＭＭＥとＭＴＣデバイスとの間に大量のトラフィックが発生する。それぞれのページング
・メッセージをＭＭＥからｅＮＢで受信すると、無線インターフェース（Ｕｕ）に少なく
とも１つのページング・メッセージが発生する。加えて、ページング手順ではいかなるＡ
ｃｋ／Ｎａｃｋメカニズムも使用可能ではないので、通常、ｅＮＢは無線インターフェー
スによりページング・メッセージを再送信し、ＵＥ（ＭＴＣデバイス）が確かにページン
グを受信することを確認する。従って、無線インターフェースによるページング・メッセ
ージの数は、ＭＭＥとｅＮＢ（複数も可）との間のコア・ネットワーク内のページング・
メッセージの数より数倍大きくなる。
【０２３０】
　図１４は、代表的なネットワーク配備と、その結果、形成され得る代表的なグループを
開示している。いくつかのＭＴＣデバイスが３つの異なるｅＮＢ１～３に接続し、そのｅ
ＮＢはいずれも１つのアクセス・ポイント名（ＡＰＮ）を有する同じアクセス・ポイント
又は同じパケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ（ＰＧＷ）に接続していると仮
定する。これにより、３つの個別のｅＮＢグループを定義することができ、１つのＡＰＮ
／ＰＧＷグループはこの３つのグループのすべてのＭＴＣデバイスを含む。このＡＰＮ／
ＰＧＷグループはより高いレベルの基準を有するグループと見なすことができる。ＭＴＣ
グループをグループ化するためのより高いレベルの基準は、例えば、ＭＴＣグループが接
続される同じＡＰＮ又はＰＧＷ、或いはＭＴＣグループが属する同じＰＬＭＮ、或いは同
じＭＴＣ機能、或いは任意のその他の適切な基準にすることができる。
【０２３１】
　図１４の配備は、代表的なものに過ぎず、例示のために複雑さが低減されている。
【０２３２】
　図１４の代表的な実施形態では、それぞれのｅＮＢグループのＭＴＣデバイス或いは単
純にＡＰＮ／ＰＧＷに接続したすべてのＭＴＣデバイスを別々にページングすることが可
能である。ＭＭＥは、ｅＮＢ１～３用のグループＩＤと、ＡＰＮ／ＰＧＷグループ用のグ
ループＩＤを保持する。更に、上記の各実施形態により、ＭＭＥは、すべてのグループ、
即ち、ｅＮＢグループ１～３及びＡＰＮ／ＰＧＷグループ用のＧｒＭＴＣ＿ＩＤも記憶す
る。
【０２３３】
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　ｅＮＢ１に接続したＭＴＣデバイスにはＧｒＭＴＣ＿ＩＤ＿ｅ１が割り当てられ、ｅＮ
Ｂ２に接続したＭＴＣデバイスにはＧｒＭＴＣ＿ＩＤ＿ｅ２が割り当てられ、ｅＮＢ３に
接続したＭＴＣデバイスにはＧｒＭＴＣ＿ＩＤ＿ｅ３が割り当てられていると仮定する。
従って、一度に３つのグループすべてをページングするために、それぞれページング・メ
ッセージのＵＥページングＩＤフィールド内のグループＩＤとＵＥ＿ＩＤ索引値フィール
ド内のＧｒＭＴＣ＿ＩＤとを含む、３つの異なるページング・メッセージをＭＭＥにより
送信することが必要になる。
【０２３４】
　或いは、３つのグループのすべてのＭＴＣデバイスにＧｒＭＴＣ＿ＩＤ＿ＡＰＮが割り
当てられる場合、ページング・メッセージのＵＥ＿ＩＤ索引値フィールド内のＧｒＭＴＣ
＿ＩＤ＿ＡＰＮとＵＥページングＩＤフィールド内のグループＩＤ　ＡＰＮ（例えば、疑
似ＩＭＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩ内）を含む、１つのページング・メッセージのみがＭＭＥによ
って送信される。すべてのＭＴＣデバイスはＧｒＭＴＣ＿ＩＤ＿ＡＰＮに基づいて計算さ
れた同じページング発生を聴取するので、すべてのＭＴＣデバイスはページング・メッセ
ージを受信し、起動するか又はパラメータを採用する。従って、３つのページング・メッ
セージを送信する代わりに、１つのページング・メッセージのみがＭＭＥ及びｅＮＢから
送信され、それにより、すべてのＭＴＣデバイスに到達する。
【０２３５】
　他の例では、１０００個のＭＴＣグループが５０個のＡＰＮに接続し、ネットワークが
すべてのＭＴＣデバイス、即ち、すべてのＭＴＣグループを制限することを希望する場合
、ＭＭＥは１０００個のページング・メッセージの代わりに５０個のページング・メッセ
ージのみをそれぞれのｅＮＢに送信する必要がある。その場合、再送信による無線インタ
ーフェース上のページング・メッセージの増加を考慮に入れると、相当なページングの負
担を省くことができる。もう１つの利点は、この階層グループ化の単純な実装である。
【０２３６】
　すべてのＭＴＣデバイスが同じページング発生を聴取することの不利な点は、すべての
ＭＴＣデバイスがページングされた時に同時にネットワークとの信号送信を開始すること
になることであり、これは多数のＭＴＣデバイスの場合に特に問題である。また、バック
オフ時間を有するＭＴＣデバイスにアクセス制限が適用される場合、そのデバイスはいず
れもバックオフ時間が切れた後に信号送出を開始することになり、従って、この場合も輻
輳が発生する可能性がある。従って、ページング発生を均等に分散し、ＭＭＥによって送
信されるページング・メッセージの数を更に低減することが有利になる。
【０２３７】
　本発明の他の代替的な一実施形態は、ページング・メッセージに関してｅＮＢ内の再送
信メカニズムを活用することにより、この目的を解決する。上記ですでに説明したように
、ｅＮＢは、ＭＴＣデバイスがページングを受信することを確認するために、無線インタ
ーフェースにより同じページング・メッセージを数回再送信するための再送信メカニズム
を実装する。ｅＮＢによる再送信のタイミングは、ＭＴＣデバイスが聴取するページング
・フレーム及びページング・オケージョンに応じて調整される。換言すれば、ｅＮＢによ
る再送信は、ページング・メッセージを聴取するためにＭＴＣデバイスによって使用され
るＤＲＸサイクルに応じて定期的に実行される。
【０２３８】
　背景技術の項で説明したように、ページング・サイクルともいうＤＲＸサイクルは、特
定のＵＥ又はＭＴＣデバイスについてページング・オケージョンをモニターする時間間隔
を表している。通常、ページング・サイクルはＭＴＣデバイス及びｅＮＢについて同じで
あり、従って、ページング・メッセージの送信及び受信は同期される。
【０２３９】
　本発明の一実施形態によれば、ｅＮＢグループ１、２、及び３のＭＴＣデバイスをペー
ジングするために、ページング・メッセージの１回目の送信が、例えば、ｅＮＢグループ
１のＭＴＣデバイスによって受信され、ページング・メッセージの１回目の再送信（２回
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目の送信）がｅＮＢグループ２のＭＴＣデバイスによって受信され、ページング・メッセ
ージの２回目の再送信（合計でページング・メッセージの３回目の送信）がｅＮＢグルー
プ３のＭＴＣデバイスによって受信されるように、３つのグループのページング発生を決
定しなければならない。より一般的に言うと、すべてのグループのページング発生は、そ
のグループのうちのいくつかがページング・メッセージの再送信を受信するように決定し
てもよい。
【０２４０】
　より詳細には、本発明の実施形態の以下の代表的な例示において、ＭＴＣデバイスの３
つのｅＮＢグループにはそれぞれ、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ＿ｅ１、ｅ２、及びｅ３が割り当て
られていると仮定する。ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ＿ｅ１は一例として、説明のためにページング
・フレーム番号１００に対応する１００に設定される。ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ＿ｅ２は１６４
に設定され、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ＿ｅ３は２２８に設定される。
【０２４１】
　更に、ｅＮＢ用のＤＲＸサイクル、即ち、ＭＭＥからページング・メッセージ内で送信
されるＤＲＸサイクルは６４に設定され、ＭＴＣデバイス用のＤＲＸサイクルは１９２、
即ち、３×６４になるように事前に構成されている。
【０２４２】
　これに対応して、ｅＮＢグループ１のＭＴＣデバイス（図１５、図１６にはＭＴＣｇｒ
１として表示されている）は、ｅＮＢグループ１のＭＴＣデバイスのページング・サイク
ルである１９２という定期的間隔でページング・フレーム１００、２９２、４８４などを
聴取する。ｅＮＢグループ２のＭＴＣデバイス（ＭＴＣｇｒ２として表示されている）は
、この場合もページング・サイクルの間隔で、ページング・フレーム１６４、３５６、５
４８などを聴取する。ｅＮＢグループ３のＭＴＣデバイス（ＭＴＣｇｒ３として表示され
ている）は、ページング・フレーム２２８、４２０、６１２などを聴取する。明らかなよ
うに、ＭＴＣデバイスは、１９２という同じＤＲＸサイクルに基づき、それぞれ異なるＧ
ｒＭＴＣ＿ＩＤに基づいて、定期的ページング発生を計算する。
【０２４３】
　３つのｅＮＢグループのＭＴＣデバイスをページングするために、ＭＭＥは、ＵＥペー
ジングＩＤフィールド内のグループＩＤ　ＡＰＮ（例えば、図１５に示されているように
疑似Ｓ－ＴＭＳＩ内）とＵＥ＿ＩＤ索引値フィールド内のＧｒＭＴＣ＿ＩＤ＿ｅ１を含む
メッセージを生成する。更に、ページング・メッセージは、６４としてｅＮＢ用のＤＲＸ
サイクル・パラメータを含む。
【０２４４】
　ページング・メッセージは、ページング・メッセージ内に示される６４というページン
グ・サイクルを使用して、ページング・フレーム１００になるようにページング発生を計
算するｅＮＢ（複数も可）によって受信される。
【０２４５】
　より詳細には、ｅＮＢは以下の式を使用して、以下のようにページング・フレームを計
算する。
【数１１】

上記の計算のために、

【数１２】

というパラメータが仮定される。
【０２４６】
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　上記の式でこれらのパラメータを使用すると、ＰＦ＃　ｍｏｄ　６４＝１＊３６になり
、その結果、ページング・フレームは１００＋ｆ＊６４になり、ここで、ｆ＝０，１，２
，３．．．［１００，１６４，２２８．．．］である。
【０２４７】
　それにより、ｅＮＢは、対応するＵＥページングＩＤフィールド内に疑似Ｓ－ＴＭＳＩ
（グループＩＤ　ＡＰＮを含む）を含む第１のページング・メッセージを生成し、ＰＤＳ
ＣＨの計算された無線リソース、即ち、ページング・フレーム１００でこれをブロードキ
ャストする。ｅＮＢグループ１のＭＴＣデバイスは、これらに割り当てられたＧｒＭＴＣ
＿ＩＤ＿ｅ１のためにページング・フレーム１００を聴取する。
【０２４８】
　ＭＴＣデバイスは、モニターすべきページング・フレーム（複数も可）を計算するため
に、Ｔ＝ＤＲＸ＿ｃｙｃｌｅ＝１９２、ｎＢ＝１＊Ｔ、ＵＥ＿ＩＤ＝ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ＝
１００というパラメータを使用して、ｅＮＢと同様の計算を実行する。
【０２４９】
　上記の式でこれらのパラメータを使用すると、ＰＦ＃　ｍｏｄ　１９２＝１＊１００に
なり、その結果、ページング・フレームは１００＋ｆ＊１９２になり、ここで、ｆ＝０，
１，２，３．．．［１００，２９２．．．］である。
【０２５０】
　ｅＮＢグループ１のＭＴＣデバイスは、そのグループＩＤのすべてに対してグループＩ
Ｄ　ＡＰＮを突き合わせ、突き合わせが成功したので、ページング・メッセージがそれら
にアドレス指定されていることを推測する。これにより、それらのデバイスは起動するか
又はパラメータを採用し、これは任意でグループＩＤ　ＡＰＮとともに疑似Ｓ－ＴＭＳＩ
でコード化される。
【０２５１】
　図１６は、ｅＮＢによって実行されたページング・メッセージの送信及び再送信のタイ
ミングを示し、３つのサーバ・グループ１、２、及び３のそれぞれに関するページング発
生（この場合、例示のためにページング・フレームＰＦのみ）も示している。ｅＮＢは次
に起こり得るページング発生でページング・メッセージを再送信し、これは、ページング
・フレーム１６４であり、即ち、実際のページング・メッセージのページング・フレーム
からページング・フレーム（ＤＲＸサイクル）６４個分後である（ｅＮＢに関する上記の
計算を参照）。
【０２５２】
　ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ＿ｅ２は意図的に１６４に設定されている、即ち、ページング・メッ
セージの１回目の再送信のためにｅＮＢによって使用されるタイミングと一致するので（
計算はグループ１について示されているものと同様である）、ｅＮＢグループ２のＭＴＣ
デバイスはページング・フレーム１６４を聴取する。これにより、ｅＮＢグループ２のデ
バイスはページング・メッセージを読み取り、（グループＩＤ　ＡＰＮに基づいて）それ
がそのデバイスにアドレス指定されていることを確認し、起動するか又は疑似Ｓ－ＴＭＳ
Ｉにコード化された任意のパラメータ（複数も可）を採用することになる。
【０２５３】
　更にページング・フレーム６４個分後、即ち、ｅＮＢグループ３のＭＴＣデバイスによ
ってモニターされたページング発生と一致するページング・フレーム２２８で（ＧｒＭＴ
Ｃ＿ＩＤ＿ｅ３＝２２８）、ページング・メッセージの更に２回目の再送信がｅＮＢによ
って実施される。ｅＮＢグループ３のこれらのＭＴＣデバイスは、それ自身のものとして
グループＩＤ　ＡＰＮを識別し、起動するか又は疑似Ｓ－ＴＭＳＩ内の任意のパラメータ
（複数も可）を採用することになる。
【０２５４】
　上記の実施形態から明らかなように、ページング・メッセージが第１のグループのＭＴ
Ｃデバイスによって正しく受信されたことを確認するためにページング・メッセージの再
送信を使用する代わりに、再送信は、その他のグループのＭＴＣデバイスのページング発
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生に合わせて調整される。加えて、すべてのグループを同時にアドレス指定する、より高
い基準のグループＩＤがページング・メッセージに含まれる場合、対応する再送信によっ
てＭＭＥから１つのページング・メッセージと基本的にｅＮＢから１つのみを送信するだ
けで、リソースを節約することが可能である。
【０２５５】
　これを達成するために、ｅＮＢによって使用されるＤＲＸサイクルはＭＴＣデバイスに
よって使用されるＤＲＸサイクルより短い。より具体的には、ＭＭＥが複数のＭＴＣグル
ープにアドレス指定することを希望し、１つのページング・メッセージがＵｕインターフ
ェースにより２回再送信されると仮定すると、最高３つまでのＭＴＣグループをページン
グすることができる。前記の目的のために、３つのＭＴＣグループのページング発生間、
即ち、ページング・フレーム及びページング・オケージョン間の距離は厳密にｅＮＢ用に
構成されたＤＲＸサイクルである。換言すれば、３つの異なるＭＴＣグループは連続する
ＧｒＭＴＣ＿ＩＤを有し、その距離は厳密にＭＭＥからのページング・メッセージでｅＮ
Ｂに対して示されたＤＲＸサイクルである。ＭＭＥからｅＮＢへのページング・メッセー
ジ内のＤＲＸサイクルは、ＭＴＣデバイスに割り当てられたＤＲＸサイクルを、Ｕｕイン
ターフェースによるページング・メッセージの送信回数（ｔｘ－ｔｏｔａｌと表示される
）で割った数に等しく、即ち、ＤＲＸ＿ｃｙｃｌｅ＿ｅＮＢ＝ＤＲＸ＿ｃｙｃｌｅ＿ＭＴ
Ｃ／ｔｘ－ｔｏｔａｌになる。
【０２５６】
　図１５及び図１６を参照して説明したように本発明の実施形態によって提供される利点
の１つは、少数のＭＴＣグループ（その数はｅＮＢによる１つのページング・メッセージ
の送信回数に対応する）では、より高いレベルのグループを形成するためにアグリゲート
（集合）できる。図１５及び図１６の説明例では、３つのｅＮＢグループがＡＰＮ用のグ
ループにアグリゲートされている。しかし、その場合、より低いレベルのグループ用に計
算されたページング発生に対し、より高いレベルのグループのグループＩＤを使用するこ
とにより、リソースを節約することができる。
【０２５７】
　図１７及び図１８は、図１５及び図１６に関して説明したものと同様の本発明の一実施
形態を示しているが、ＭＭＥから送信された１つのメッセージのみを使用して４つの異な
るグループがページングされるという点で異なっている。この場合も、ｅＮＢ用のＤＲＸ
サイクルは６４として示されているが、（３つの代わりに）４つのグループがページング
されるので、ＭＴＣデバイス用のＤＲＸサイクルは２５６＝４×６４（又は２５００個の
サブフレーム）である。ページング・メッセージの１回目の送信と３回の再送信のための
ページング・フレームは、図１８に示されているように、１００、１６４、２２８、及び
２９２であり、これは４つのグループにおけるページング発生と一致する。
【０２５８】
　図１９は、単一のＡＰＮ／ＰＤＮ－ＧＷに接続する様々なｅＮＢに接続した様々なＭＴ
Ｃを示している。ＭＴＣデバイスはそれぞれサーバ１及びサーバ２から／へデータを受信
／送信すると仮定する。図１９から明らかなように、ｅＮＢ１に接続した２台のＭＴＣデ
バイスとｅＮＢ２に接続した１台のＭＴＣデバイスはサーバ１とデータを交換する。残り
のＭＴＣデバイスはサーバ２からデータを受信する。３つのグループが形成され、それぞ
れのサーバについてそれぞれ１つずつと、ＡＰＮについて１つのグループ、即ち、ＡＰＮ
／ＰＧＷに接続したすべてのＭＴＣデバイスを含むグループである。
【０２５９】
　ページング・メッセージについてモニターされるページング発生を計算するために、サ
ーバ・グループ１に属するＭＴＣデバイスにはＧｒＭＴＣ＿ＩＤ　ｓ１が割り当てられ、
サーバ・グループ２に属するＭＴＣデバイスにはＧｒＭＴＣ＿ＩＤ　ｓ２が割り当てられ
る。図１５～図１８に関して説明した各実施形態と同様に、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ　ｓ１及び
ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ　ｓ２は、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ　ｓ１に関するページング・メッセージの
再送信が、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ　ｓ２に基づいて計算されたページング発生でＭＴＣデバイ



(47) JP 5738972 B2 2015.6.24

10

20

30

40

50

スによって受信されるように決定される。特に、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ　ｓ１は１００であり
、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ　ｓ２は１６４であると仮定する。ＭＴＣデバイスのＤＲＸサイクル
は１２８個のページング・フレームであってもよく、ｅＮＢによって使用されるページン
グ・サイクルは、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ　ｓ１とＧｒＭＴＣ＿ＩＤ　ｓ２との差に合わせて調
整されるように６４でなければならない。
【０２６０】
　ＡＰＮ／ＰＧＷ（即ち、両方のサーバ・グループ）のグループに属するＭＴＣデバイス
がページングされると仮定する。前記の点について、ＭＭＥは、ＵＥ＿ＩＤ索引値フィー
ルド内のＧｒＭＴＣ＿ＩＤ＿ｓ１＝１００とＵＥページングＩＤフィールド内のＡＰＮに
関するグループＩＤとを含むページング・メッセージを生成し送信する。ページング・メ
ッセージは、使用すべきＤＲＸサイクルが６４でなければならないことをｅＮＢに対して
更に示す。
【０２６１】
　それぞれのｅＮＢに対してＭＭＥによってそれぞれ１つのメッセージが送信される。ｅ
ＮＢは、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ　ｓ１に基づいてチャネル・リソースを計算し、次に計算され
たリソースで、即ち、ページング・フレーム１００でページング・メッセージを送信する
。サーバ・グループ１に属し、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ　ｓ１が割り当てられているＭＴＣデバ
イスは、適切なチャネル・リソースをモニターし、ページング・メッセージを受信する。
グループＩＤ　ＡＰＮは割り当てられたグループＩＤのうちの１つと一致するので、これ
らのＭＴＣデバイスは起動する。
【０２６２】
　ｅＮＢは、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ　ｓ２に基づいて計算されたチャネル・リソースと一致す
るチャネル・リソースでページング・サイクル後に同じページング・メッセージを再送信
する。従って、再送信されたページング・メッセージは、サーバ・グループ２に属するＭ
ＴＣデバイスによって受信され、そのページング・メッセージがグループＩＤ　ＡＰＮに
アドレス指定されているので、起動する。
【０２６３】
　本発明の他の実施形態では、種々のＭＴＣグループがまとめてクラスタ化される。例え
ば、ＡＰＮ＿１に属する１１個のＭＴＣグループが存在する場合、これらのＭＴＣグルー
プは３つのクラスタにグループ化することができ、第１のクラスタはＭＴＣグループ１～
４、第２のクラスタはＭＴＣグループ５～８、第３のクラスタはＭＴＣグループ９～１１
を含む。クラスタに関するページング発生の構成は、図１７及び図１８で説明した通り、
すでに実行されたように実行することができる。第１のクラスタのＭＴＣグループにはそ
れぞれ、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ　１００、１６４、２２８、及び２９２が割り当てられる。次
に、第２のクラスタのＭＴＣグループにはＧｒＭＴＣ＿ＩＤ　１０２、１６６、２３０、
及び２９４を割り当てることができ、第３のクラスタのＭＴＣグループにはＧｒＭＴＣ＿
ＩＤ　１０４、１６８、及び２３２を割り当てることができる。
【０２６４】
　前記の場合、ＭＭＥは、クラスタあたり１つのページング・メッセージ、即ち、３つの
ページング・メッセージをｅＮＢに送信しなければならない。例えば、第１のクラスタに
関するページング・メッセージは、第１のクラスタ用のグループＩＤと、前記第１のクラ
スタ内の第１のＭＴＣグループのＧｒＭＴＣ＿ＩＤ、即ち、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ　１００と
を含む。
【０２６５】
　本発明の上記の各実施形態では、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤがＭＴＣグループごとにネットワー
ク（例えば、ＭＭＥ）によって計算され、それが接続手順中にＭＴＣデバイスに割り当て
られることが提案されている。ＧｒＭＴＣ＿ＩＤは半静的なものにすることができ、即ち
、いったん計算されると、長い期間、例えば、数日、数週間、又は数ヶ月の間、変更され
ない。また、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤは動的なものにすることもでき、より頻繁に変更されても
よい。前記の場合、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤはＴＡＵ手順中に付加的に更新されてもよい。
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【０２６６】
　都合よく、ＭＴＣデバイスのＧｒＭＴＣ＿ＩＤは、通常のＵＥのＵＥ＿ＩＤとして使用
されない値を持たなければならない。しかし、ＵＥ　ＩＤが１０２４個のとり得る値をす
べて占有する可能性が非常に高いので、これは起こりそうなことではない。いずれにして
も、それが起こり得る場合、ＭＴＣデバイスのＧｒＭＴＣ＿ＩＤは、通常のＵＥのＵＥ　
ＩＤがあまり位置しないエリア内で選択しなければならない。
【０２６７】
　本発明の様々な実施形態に記載されたグループ・ページング手法とアクセス・ベアリン
グ手法（ＡＣＢ）との間でより適切な協調を達成するために、ネットワークは、ＭＴＣデ
バイスに関するアクセス制限が必要であることをネットワークが検出した後で本発明のグ
ループ・ページングを適用してもよい。その後、ネットワークは、ＡＣＢ手法を適用する
ために、ブロードキャストされたシステム情報（ＳＩＢ）の更新を開始してもよい。
【０２６８】
　ＭＴＣデバイスがＳＩＢでブロードキャストされたネットワーク・アクセス制限を検出
すると、ＭＴＣデバイスは、グループ・ページング手法によって示されたパラメータの代
わりに、ＳＩＢで示された制限パラメータを適用してもよい。換言すれば、ＡＣＢ手法は
本発明のグループ・ページング・メカニズムより優先順位が高いことが提案されている。
或いは、グループ・ページング手法の方が優先順位が高い場合もあれば、ネットワークに
よってこれらの手法の優先順位を動的に構成することもできる。
【０２６９】
　非接続（non-attached）とも呼ばれる、デタッチされたＭＴＣデバイスは、オンにする
ことが可能な無線インターフェースを備えたＭＴＣデバイスであるが、それらは、ＲＲＣ
接続確立を開始せずにブロードキャスト信号を聴取しているだけである。このようなデタ
ッチされたＭＴＣデバイスは、登録されないので、通常、ネットワークによって把握され
ない。これらの非接続ＭＴＣデバイスは、数千台又は数百万台のデバイスによって一度に
開始された同時接続手順により重大な信号送出過負荷を引き起こす可能性がある。従って
、ＩＤＬＥモード又はＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードのＭＴＣデバイスと同様に非接続ＭＴＣ
デバイスの信号送出を制限又は防止することも重要になる。
【０２７０】
　これは、従来技術のアクセス・クラス・ベアリング手法によって実行されてもよい。Ｍ
ＴＣデバイスは、接続手順を開始する前にＳＩＢ２情報を読み取らなければならない。非
接続ＭＴＣデバイスがベアリングされた場合、それらはベアリング係数及びベアリング時
間というパラメータに応じてネットワークにアクセスすることができる。しかし、ＡＣＢ
手法は速度の遅い解決策であるので、グループベースのページング手法を非接続ＭＴＣデ
バイスに適用するための本発明の他の一実施形態について以下に提示する。
【０２７１】
　通常、非接続ＭＴＣデバイスは、ページング・フレーム及びサブフレームを聴取しない
ように構成される。これにより、ＭＭＥは、通常、非接続ＵＥ及びＭＴＣデバイスにペー
ジング・メッセージを送信しない。本発明の一実施形態によれば、非接続ＭＴＣデバイス
は、ページング発生（ページング・フレーム及びページング・サブフレーム）をモニター
できなければならず、ネットワーク、特にＭＭＥは、非接続ＭＴＣデバイスをページング
できなければならない。
【０２７２】
　前記の目的のために、非接続ＭＴＣデバイスは、割り当てられたグループＩＤ及びＧｒ
ＭＴＣ＿ＩＤについて気付いていなければならない。ＭＴＣデバイスは、最後に実行され
た接続手順中に割り当てられたＧｒＭＴＣ＿ＩＤ及びグループＩＤを記憶してもよい。こ
の情報は、ＭＴＣデバイスがオフになった場合に保持されるようにＭＴＣデバイス内の不
揮発性メモリに記憶することができる。これにより、ＭＴＣデバイスは接続されていない
が、ネットワーク、例えば、ＭＭＥはこの情報を記憶しなければならない。
【０２７３】
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　ＭＭＥ及びＭＴＣデバイスは、接続手順中にこの情報を記憶するためのそれぞれの能力
に関する情報を交換することができる。例えば、ＭＴＣデバイスは、ＧｒＭＴＣ＿ＩＤ及
びグループＩＤを不揮発性メモリに記憶できるというＭＭＥに対する指示を初期接続ＮＡ
Ｓメッセージに含めることができる。更に、ＭＴＣデバイスは、デタッチされ、登録され
ていない間に、対応するページング発生をモニターするためのその能力に関する情報を含
む可能性もある。その場合、ＭＭＥは、ＭＴＣデバイスがネットワークからデタッチされ
た後にＭＴＣデバイスのコンテキストを削除しないが、その代わりにそれを記憶したまま
保持し、必要であれば、非接続ＭＴＣデバイスをページングするものと推測する。
【０２７４】
　ＭＴＣデバイスがＧｒＭＴＣ＿ＩＤを不揮発性メモリに記憶できない場合、代わって、
ＧｒＭＴＣ＿ＩＤを記憶できないすべてのＭＴＣデバイスについて事前定義のグループ・
ページング発生を指定することは可能である。ＭＴＣデバイスは、事前定義のグループ・
ページング発生に関する情報で事前構成され、それに応じてページング発生をモニターし
なければならない。事前定義のグループ・ページング発生を計算するために、ＭＴＣデバ
イスは事前定義のＧｒＭＴＣ＿ＩＤを使用し、前記の点について必要なその他のパラメー
タＴ及びｎＢは、無線ネットワークでブロードキャストされたＳＩＢ情報から得られる。
ＭＭＥは、ブロードキャストされたＳＩＢ情報を把握し、それに対応するページング・メ
ッセージを生成して、ｅＮＢ（複数も可）に送信することができる。グループＩＤは最後
の接続手順中に不揮発性メモリ内に事前構成するか又はそこに記憶しなければならず、従
って、ＭＴＣデバイスは事前定義ページング発生でページングを検出する時に対応するア
クションを導出することができる。
【０２７５】
　ＩＤＬＥ　ＭＴＣデバイスに関する上記の各実施形態について提示された考え方は、デ
タッチされたＭＴＣデバイスにも適用される。例えば、デタッチされたＭＴＣデバイスは
、事前構成のページング発生及び／又はそれ自身のＩＭＳＩ（ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　１０２
４）に基づくページング発生を聴取してもよい。更に、ネットワークがデタッチされたＭ
ＴＣデバイスをページングして接続手順をトリガすることを希望する場合、ネットワーク
はページング・メッセージのＵＥページングＩＤフィールド内の個別ＩＭＳＩを使用する
。ネットワークがＭＴＣデバイスをページングしてネットワーク・アクセス制限パラメー
タ（又はその他のパラメータ）についてＭＴＣデバイスに通知することを希望する場合、
ＭＭＥはページング・メッセージのＵＥページングＩＤフィールド内に対応する疑似ＩＭ
ＳＩ／Ｓ－ＴＭＳＩ（グループＩＤを含む）を含める。
【０２７６】
　上記の背景技術の項に示した説明は、本明細書に記載されている特定の代表的な各実施
形態を更に理解するためのものであり、モバイル通信ネットワークにおけるプロセス及び
機能について記載されている特定の実装例に本発明を制限するものとして理解してはなら
ない。それにもかかわらず、本明細書で提案されている改良策は、背景技術の項に記載さ
れているアーキテクチャ／システムで容易に適用することができ、本発明のいくつかの実
施形態では、これらのアーキテクチャ／システムの標準的な手順及び改良された手順を使
用することもできる。当業者であれば、広く記載されている本発明の精神又は範囲を逸脱
せずに、特定の各実施形態に示されている本発明に対して多数の変形及び／又は変更が可
能であることを認識する。
【０２７７】
　本発明の他の実施形態は、ハードウェア及びソフトウェアを使用する上記の様々な実施
形態の実現に関するものである。本発明の様々な実施形態がコンピューティング・デバイ
ス（プロセッサ）を使用して実装又は実行できることが認識されている。コンピューティ
ング・デバイス又はプロセッサは、例えば、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（
ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・
アレイ（ＦＰＧＡ）、又はその他のプログラマブル論理デバイスなどにすることができる
。また、本発明の様々な実施形態は、これらのデバイスの組み合わせによって実行又は実
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施することもできる。
【０２７８】
　更に、本発明の様々な実施形態は、プロセッサによって実行されるか又は直接、ハード
ウェア内にある、ソフトウェア・モジュールにより実現することもできる。また、ソフト
ウェア・モジュールとハードウェア実現例との組み合わせも可能である。ソフトウェア・
モジュールは、任意の種類のコンピュータ可読記憶媒体、例えば、ＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、
ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、レジスタ、ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤな
どに記憶することができる。
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