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(57)【要約】
本発明の一目的は、モバイルのまたは無線の通信システ
ム内の無線アクセスでの輻輳を防ぐ方法であって、前記
方法は、一実施形態で、
　－モバイル端末が、モバイル端末が分割される異なる
範囲のうちの所与の１つに属する場合を除いて、前記モ
バイル端末の無線アクセスを禁止するステップであって
、前記所与の範囲は、許可される範囲と呼ばれ、前記許
可される範囲は、経時的に変化する、ステップを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルのまたは無線の通信システム内の無線アクセスでの輻輳を防ぐ方法であって、
　モバイル端末が、モバイル端末が分割される異なる範囲のうちの所与の１つに属する場
合を除いて、前記モバイル端末の無線アクセスを禁止するステップであって、前記所与の
範囲は、許可される範囲と呼ばれ、前記許可される範囲は、経時的に変化する、ステップ
　を含む方法。
【請求項２】
　ネットワークが、現在許可される範囲を示す情報をブロードキャストするステップ
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　モバイル端末が、前記モバイル端末が前記現在許可される範囲に属するかどうかをチェ
ックするステップと、
　前記モバイル端末が、前記モバイル端末が前記現在許可される範囲に属さない場合に無
線アクセスを控えるステップと
　を含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　モバイル端末が、前記モバイル端末が属する前記範囲を計算するステップ
　を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　モバイル端末が、剰余演算を実行することによって前記モバイル端末が属する前記範囲
を計算するステップであって、前記範囲は、前記剰余演算に関連する数による前記モバイ
ル端末に関連する数の除算の後の剰余に対応し、前記モバイル端末に関連する前記数は、
モバイル端末に関連する数がモバイル端末の間で均等に分配されるようになっている、ス
テップ
　を含む、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　ネットワークが、剰余演算に関連する数を示す情報をブロードキャストするステップで
あって、前記剰余演算に関連する前記数は、モバイル端末が前記剰余演算に関連する前記
数を使用して剰余演算を実行することによって前記モバイル端末が属する前記範囲を判定
することを可能にする、ステップ
　を含む、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記モバイル端末に関連する前記数は、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　
Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　ＩＭＳＩの最後の複数の桁を含む、請求項５
に記載の方法。
【請求項８】
　前記モバイル端末に関連する前記数は、前記モバイル端末の媒体アクセス制御ＭＡＣア
ドレスの最後の複数の桁を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　セルラ・ネットワーク内で、前記ネットワークが、所与のセル内で、前記セル内の前記
現在許可される範囲を示す情報をブロードキャストするステップ
　を含む、請求項１乃至８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　セルラ・ネットワーク内で、
　モバイル端末が、前記モバイル端末が所与のセル内の前記現在許可される範囲に属する
かどうかをチェックするステップと
　前記モバイル端末が、前記モバイル端末が前記所与のセル内の現在許可される前記範囲
に属さない場合に前記所与のセル内での無線アクセスを控えるステップと
　を含む、請求項１乃至９のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項１１】
　セルラ・ネットワーク内で、モバイル端末が所与のセル内の現在許可される範囲に属さ
ない場合に、前記モバイル端末が、前記モバイル端末が前記セル内の現在許可される範囲
に属するのを待ち、または、前記モバイル端末が別のセル内の現在許可される範囲に属す
るように前記別のセルを探すステップ
　を含む、請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　セルラ・ネットワーク内で、前記ネットワークが、所与のセル内で、前記セルが無線ア
クセスについてグローバルに禁止されるかどうかを示す情報をブロードキャストするステ
ップ
　を含む、請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　セルラ・ネットワーク内で、グローバルに禁止される所与のセル内のモバイル端末が、
前記セルがもはやグローバルに禁止されなくなるのを待ち、またはグローバルに禁止され
ない別のセルを探すステップ
　を含む、請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記モバイル端末は、機械同士のＭ２Ｍモバイル端末を含む、請求項１乃至１３のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　無線アクセスについて現在許可される範囲を示す情報をブロードキャストする手段であ
って、前記許可される範囲は、モバイル端末が分割される異なる範囲のうちの所与の１つ
に対応し、前記許可される範囲は、経時的に変化する、手段
　を含む、無線のまたはモバイルの通信ネットワーク・エンティティ。
【請求項１６】
　モバイル端末が、前記モバイル端末が属する前記範囲を判定することを可能にする情報
をブロードキャストする手段
　を含む、請求項１５に記載のネットワーク・エンティティ
【請求項１７】
　剰余演算に関連する数を示す情報をブロードキャストする手段であって、前記剰余演算
に関連する前記数は、モバイル端末が前記剰余演算に関連する前記数を使用して剰余演算
を実行することによって前記モバイル端末が属する前記範囲を判定することを可能にする
、手段
　を含む、請求項１５または１６に記載のネットワーク・エンティティ
【請求項１８】
　セルラ・ネットワークの所与のセル内で、前記セル内の前記現在許可される範囲を示す
情報をブロードキャストする手段
　を含む、請求項１５乃至１７のいずれか１項に記載のネットワーク・エンティティ
【請求項１９】
　セルラ・ネットワークの所与のセル内で、前記セルが無線アクセスについてグローバル
に禁止されるかどうかを示す情報をブロードキャストする手段
　を含む、請求項１５乃至１８のいずれか１項に記載のネットワーク・エンティティ
【請求項２０】
　特にＭ２Ｍモバイル端末などのモバイル端末であって、
　モバイル端末が無線アクセスについて現在許可される範囲に属するかどうかをチェック
する手段であって、前記許可される範囲は、モバイル端末が分割される異なる範囲のうち
の所与の１つに対応し、前記許可される範囲は、経時的に変化する、手段と、
　モバイル端末が前記現在許可される範囲に属さない場合に無線アクセスを控える手段と
　を含むモバイル端末。
【請求項２１】
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　前記モバイル端末が属する前記範囲を計算する手段
　を含む、請求項２０に記載のモバイル端末。
【請求項２２】
　剰余演算を実行することによって前記モバイル端末が属する前記範囲を計算する手段で
あって、前記範囲は、前記剰余演算に関連する数による前記モバイル端末に関連する数の
除算の後の剰余に対応し、前記モバイル端末に関連する前記数は、モバイル端末に関連す
る数がモバイル端末の間で均等に分配されるようになっている、手段
　を含む、請求項２０または２１に記載のモバイル端末。
【請求項２３】
　前記モバイル端末に関連する前記数は、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　
Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　ＩＭＳＩの最後の複数の桁を含む、請求項２
０乃至２２のいずれか１項に記載のモバイル端末。
【請求項２４】
　前記モバイル端末に関連する前記数は、前記モバイル端末の媒体アクセス制御ＭＡＣア
ドレスの最後の複数の桁を含む、請求項２０乃至２３のいずれか１項に記載のモバイル端
末。
【請求項２５】
　前記モバイル端末がセルラ・ネットワークの所与のセル内の前記現在許可される範囲に
属するかどうかをチェックする手段と、
　前記モバイル端末が前記所与のセル内の現在許可される前記範囲に属さない場合に前記
所与のセル内での無線アクセスを控える手段と
　を含む、請求項２０乃至２４のいずれか１項に記載のモバイル端末。
【請求項２６】
　前記モバイル端末がセルラ・ネットワーク内の所与のセル内の現在許可される範囲に属
さない場合に、前記モバイル端末が前記セル内の現在許可される範囲に属するのを待ち、
または、前記モバイル端末が別のセル内の現在許可される範囲に属するように前記別のセ
ルを探す手段
　を含む、請求項２０乃至２５のいずれか１項に記載のモバイル端末。
【請求項２７】
　セルラ・ネットワーク内のグローバルに禁止される所与のセル内で、前記セルがもはや
グローバルに禁止されなくなるのを待ち、またはグローバルに禁止されない別のセルを探
す手段
　を含む、請求項２０乃至２６のいずれか１項に記載のモバイル端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全般的にはモバイルのまたは無線の通信ネットワークおよび通信システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、モバイルのまたは無線のネットワークおよびシステムの説明を、特に標準化団
体によって公表される技術仕様書などの文献に見出すことができる。標準化団体の例は、
３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）
、ＩＥＥＥ（米国電気電子技術者協会）などを含む。
【０００３】
　次では、たとえば３ＧＰＰなどの標準化団体によって指定されるものなどのモバイル・
ネットワークおよびモバイル・システムが、本発明が適用される例として主に考慮される
。しかし、本発明は、そのような例に限定されない。
【０００４】
　モバイル通信システムの例は、図１で想起される。モバイル・ネットワークは、公衆遠
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隔通信用のＧＳＭ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＣＤＭＡ、Ｗｉｍａｘなどの技術をサポートする
ものなどのＰＬＭＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）とする
ことができるが、衛星ベースのネットワークを含むこともできる。
【０００５】
　図１に示されているように、モバイル端末ＭＴは、無線アクセス・ネットワークＲＡＮ
を介して、コア・ネットワークＣＮによって提供される通信サービスへのアクセスを有す
る。無線アクセス・ネットワーク（ＲＡＮ）の例は、ＧＥＲＡＮ（２Ｇ　ＧＳＭ／ＧＰＲ
Ｓ用）、ＵＴＲＡＮ（３Ｇ　ＵＭＴＳ用）、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（３Ｇ　ＬＴＥ用）などを含
む。ＲＡＮは、一般に、セルラ・アーキテクチャを有し、したがって、ＲＡＮは、基地局
（ＢＳ１、ＢＳ２、ＢＳ３など）などの複数のネットワーク・エンティティを含む。基地
局の例は、２Ｇ　ＢＴＳ（無線基地局）、３Ｇ　Ｎｏｄｅ　Ｂ、３Ｇ　ＬＴＥ　ＥＮＢ（
Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）などを含む。
【０００６】
　歴史的に、モバイル・ネットワークは、主に、人間の間の音声通信を可能にするために
設計された。その後、たとえばデータ・サービス、ＳＭＳなど、いくつかの追加サービス
が追加された。
【０００７】
　現在、新しい種類の通信すなわち機械同士の通信（Ｍａｃｈｉｎｅ－ｔｏ－Ｍａｃｈｉ
ｎｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）（Ｍ２Ｍ）が現れつつある。Ｍ２Ｍでは、通信は、
人間の間ではなく、必ずしも人間の対話を必要としない２つの機械の間である。
【０００８】
　機械同士（Ｍ２Ｍ）通信（たとえば、キャプタ、センサなど）の開発に伴って、膨大な
量の新しい自動Ｍ２Ｍモバイル端末が展開されようとしている。
【０００９】
　本願の発明人が認識するように、これらのＭ２Ｍモバイル端末は人間によって直接に制
御されるのではないので、さまざまなＭ２Ｍモバイル端末内のいくつかの自動アルゴリズ
ムが、それらが通信ネットワーク・リソースを同時に要求することを引き起こす危険性が
ある。これらの端末の（あまりにも）多くが同一の無線セル内に展開される場合には、そ
れらが無線リソースを同時に要求し、無線リソースおよび無線基地局リソースの輻輳また
はオーバーフローを誘導する危険性がある。実際に、最高の危険性は、これらのＭ２Ｍモ
バイル端末のそれぞれが高い無線スループットを要求しない可能性があるので、無線シグ
ナリング機能のオーバーフローの危険性および基地局シグナリング機能（ＣＰＵ）のオー
バーフローの危険性である。
【００１０】
　現在、この問題は解決されていない。現在、Ｍ２Ｍ市場が現れつつある。モバイル・ネ
ットワークを介して管理されるＭ２Ｍデバイスの個数は、現在は膨大ではないが、次の将
来に、いくつかのアプリケーション（たとえば、スマート・メータリング（Ｓｍａｒｔ　
Ｍｅｔｅｒｉｎｇ））が、数百万台の新しいＭ２Ｍデバイスを管理しなければならない可
能性があることが予想される。
【００１１】
　この大規模展開の前であっても、この問題は、セル・レベルで生じる可能性がある。局
所的に多数のＭ２Ｍモバイル・デバイスが設置される場合に、この問題が、１つのセル内
で現れる可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、特に、そのような問題を解決し、かつ／またそのような欠点を回避すること
を可能にする。より一般的には、本発明の目的は、モバイルのまたは無線の通信システム
内で、特に（排他的にではないが）Ｍ２Ｍ通信について、無線アクセスおよび最終的にサ
ービス品質を改善することである。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記および他の目的は、本発明の一態様で、モバイルのまたは無線の通信システム内の
無線アクセスでの輻輳を防ぐ方法によって達成される。
【００１４】
　前記方法は、一実施形態で、
　－モバイル端末が、モバイル端末が分割される異なる範囲のうちの所与の１つに属する
場合を除いて、前記モバイル端末の無線アクセスを禁止するステップであって、前記所与
の範囲は、許可される範囲と呼ばれ、前記許可される範囲は、経時的に変化する、ステッ
プ
を含む。
【００１５】
　上記および他の目的は、本発明の他の態様で、そのような方法を実行する、特にモバイ
ル端末（特にＭ２Ｍモバイル端末など）およびネットワーク・エンティティ（特に基地局
など）などのエンティティによって達成される。
【００１６】
　本発明の上記および他の目的は、添付図面と共に解釈される次の詳細な説明から、より
明白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】モバイル通信システムの例を示すことを意図された図である。
【図２】Ｍ２Ｍモバイル通信システムの高水準図を示すことを意図された図である。
【図３】本発明の実施形態による輻輳の防止を示すことを意図された図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　高水準の観点から、Ｍ２Ｍシステムを、一般に図２に示されているように表すことがで
きる。
【００１９】
　バック・オフィス・システムは、Ｍ２Ｍデバイスおよびそれらによって扱われるデータ
を管理するアプリケーションを含む。
【００２０】
　Ｍ２Ｍ情報システムは、特定の通信ネットワークを介するＭ２Ｍデバイスとの通信を管
理する責任を負う。
【００２１】
　通信ネットワークは、アプリケーションから／へＭ２ＭデバイスまたはＭ２Ｍゲートウ
ェイへ／からデータをトランスポートすることを可能にする。このネットワークを、公衆
ネットワーク（たとえば、３ＧＰＰ、ＴＩＳＰＡＮ、ＣＤＭＡなど）または任意の他の種
類のネットワーク（イーサネット、ＰＬＣなど）とすることができる。
【００２２】
　Ｍ２Ｍゲートウェイは、Ｍ２Ｍ毛細管ネットワーク（ｃａｐｉｌｌａｒｙ　ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）を介していくつかのＭ２Ｍデバイスを管理する責任を負う特定のＭ２Ｍネットワー
ク要素である。扱われるデータの種類、トポロジの種類、形態、範囲などに応じて、多数
のタイプの毛細管ネットワーク（有線または無線）が現在存在している。Ｍ２Ｍゲートウ
ェイの主要な目標の１つは、たとえば、Ｍ２Ｍデバイスから収集されたデータをより濃縮
された形で中央アプリケーションに送信する前に、それらのデータを集約することである
。
【００２３】
　バック・オフィス・システムは、ある特定のプロトコルを使用することによってＭ２Ｍ
デバイスとメッセージを交換することができる。
【００２４】
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　いくつかのＭ２Ｍシステムは、膨大な個数のＭ２Ｍデバイスを扱うことができる（たと
えば、Ｍ２Ｍアプリケーションが、電気カウンタである各Ｍ２Ｍデバイスの値をリモート
に収集するスマート・メータリングにおいて）。
【００２５】
　次では、Ｍ２Ｍモバイル端末を、
　○モバイル・ネットワークに直接にアクセスするＭ２Ｍデバイス
　○Ｍ２Ｍ毛細管ネットワークを介していくつかのＭ２Ｍデバイスを管理し、これらのＭ
２Ｍデバイスの代わりにモバイル・ネットワークへのアクセスをサポートする責任を負う
Ｍ２Ｍゲートウェイ
とすることができる。
【００２６】
　上で述べた問題を解決し、かつ／または上で述べた欠点を回避するために、アプリケー
ション・レベル・スロットリング機構を予測することができ、ここで、アプリケーション
／Ｍ２Ｍ情報システムは、それが扱うすべてのＭ２Ｍデバイスが同時にそのアプリケーシ
ョンへの連絡を試みないように世話をする。
【００２７】
　しかし、本願の発明人によってさらに理解されるように、
　○多数の同時Ｍ２Ｍアプリケーションがある可能性があるので、アプリケーション・ス
ロットリングは、所与のセル内の負荷を制御できない可能性が高い（特に、いくつかのＭ
２Ｍデバイスは、移動することができるので、アプリケーション・レベル・スロットリン
グに関する追加のレベルの複雑さをもたらす）。
　○さらに、Ｍ２Ｍデバイスは、Ｍ２Ｍアプリケーション以外のエンティティと通信する
（たとえば、同期化のためにＮＴＰサーバと通信する）ことを必要とする場合がある。し
たがって、Ｍ２Ｍデバイスの（無線）ネットワーク・アクセスは、Ｍ２Ｍアプリケーショ
ンと独立である場合があり、したがって、より低いレベルで制御されなければならない。
【００２８】
　本発明の一実施形態では、
　○Ｍ２Ｍモバイル端末を端末のサブセット（端末のＭ２Ｍ範囲）に分割し、
　○Ｍ２Ｍモバイル端末が所与のＭ２Ｍ範囲に属する場合を除いてＭ２Ｍモバイル端末か
らのすべての無線アクセスを禁止し、
　○所与のセルで無線アクセスを有することを許可される範囲（Ｍ２Ｍ端末の）の値を経
時的に回転（サイクル）する
ことが提案される。
【００２９】
　言い替えると、無線アクセス・スロットリングは、無線レベル（セル・レベル）で行わ
れ、Ｍ２Ｍアプリケーションから独立である。無線アクセス・スロットリングは、Ｍ２Ｍ
情報システムとＭ２Ｍモバイル端末との間の個々のＭ２Ｍアプリケーション・レベルで実
施できるすべてのＭ２Ｍ関連アプリケーション・レベル・スロットリングから独立であり
、これとは異なる目的を有する。Ｍ２Ｍアプリケーション・レベル・スロットリングは、
個々のアプリケーションを保護し、Ｍ２Ｍモバイル端末がどこ（セル）にキャンプしてい
るのかとは独立である。
【００３０】
　セルが広ければ広いほど（衛星セル、低周波無線を使用するセル）、提案される機構の
必要が高いことに留意されたい。
【００３１】
　次では、本発明の実施形態のより詳細な説明を提供する。
【００３２】
　一実施形態では、無線アクセス・ネットワーク（ＲＡＮ）は、次のＭ２Ｍ関連情報をそ
のビーコン内でブロードキャストする。
　１．Ｍ２Ｍモバイル端末がセル内で許可され／スロットリングされ／グローバルに禁止
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されるかどうか
　２．Ｍ２Ｍモバイル端末がセル内でスロットリングされる時に、セル内で現在許可され
るＭ２Ｍ範囲の値。
【００３３】
　一実施形態では、Ｍ２Ｍモバイル端末は、無線アクセス・ネットワークへのアクセスを
望む時に（図３に示されているように）、
　１．それがキャンプしているセルがＭ２Ｍサービスについてグローバルに禁止されてい
ないことをチェックすることができ、
　２．セルがＭ２Ｍサービスについてグローバルに禁止される（１に示されているように
）場合には、別のセルを探すか、現在のセル内でそのＭ２Ｍサービスがもはやグローバル
に禁止されなくなるのを待つことができ（２に示されているように）、
　３．セルがＭ２Ｍサービスについてスロットリングされる（３に示されているように）
場合には、それがセル内で現在許可されるＭ２Ｍ範囲に属するかどうかをチェックするこ
とができ（４に示されているように）、
　４．それが現在許可されるＭ２Ｍ範囲に属さない（たとえば、図３に示されているよう
に、Ｘが現在許可される範囲であるのに対して、範囲Ｙに属するＭ２Ｍモバイル端末）場
合には、５に示されているようにこの範囲が許可されるのを待つ（関係するセル・ビーコ
ン情報を規則的にスキャンする）か、おそらくは別のセルを探すことができ、
　５．セルがＭ２Ｍサービスについてグローバルに許可される場合、またはＭ２Ｍモバイ
ル端末が現在許可されるＭ２Ｍ範囲に属する場合（６および７に示されているように）、
たとえばＭ２Ｍモバイル端末が範囲Ｙに属し、図３に示されているように範囲Ｙが現在許
可される範囲である場合には、セルへのアクセスを要求することができる（８に示されて
いるように）。
【００３４】
　この例では、スロットリング機構は、グローバルな許可／禁止の機構と組み合わされる
が、これらは、独立の機構であり、スロットリグ機構を、グローバル許可／禁止機構と独
立に考えることができ、逆も同様であり、本発明のもう１つの態様は、Ｍ２Ｍサービス自
体のためのグローバル許可／禁止機構である。
【００３５】
　スロットリング機構を実施するさまざまな機構を使用することができ、たとえば、
　１．３ＧＰＰ　Ｍ２Ｍモバイル端末について、Ｍ２Ｍモバイル端末のＭ２Ｍ範囲を、Ｍ
２Ｍモバイル端末のＩＭＳＩのＭＳＩＮ部分の最後の複数の桁に対する剰余演算に基づい
て判定することができる。
　　ＩＭＳＩは、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　
Ｉｄｅｎｔｉｔｙを意味する。これは、３ＧＰＰ　２３．００３で定義され、３つの部分
すなわちＭＣＣ＋ＭＮＣ＋ＭＳＩＮによって構成され、
　　－ＭＣＣ＝３桁のＭｏｂｉｌｅ　Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｃｏｄｅ
　　－ＭＮＣ＝２桁または３桁のＭｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｄｅ
　　－ＭＳＩＮ＝１０桁のＭｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｎｕｍｂｅｒ
である。
　　ＩＭＳＩの最後の複数の桁すなわちＭＳＩＮ桁は、端末の間で均等に分配される。
　言い替えると、この例では、Ｍ２Ｍモバイル端末は、剰余演算を実行することによって
、すなわち、剰余演算に関連する数（または範囲の個数）による、ＩＭＳＩのＭＳＩＮ部
分の最後の複数の桁によって形成される数の除算の後の剰余として、それが属する範囲Ｒ
を計算することによって、それが属する範囲Ｒを計算することができる。
　２．他のＭ２Ｍモバイル端末（たとえば、ＩＥＥＥ　Ｍ２Ｍモバイル端末など）につい
て、Ｍ２Ｍモバイル端末のＭ２Ｍ範囲を、端末のＭＡＣ（媒体アクセス制御）アドレスの
最後の（下位）２４ビットに対する剰余演算（前の１と同一の原理を用いる）に基づいて
判定することができる。
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　　ＭＡＣアドレスの下位ビットが使用されるのは、これらが端末の間で均等に分配され
るからである。
　３．セル内で現在許可されるＭ２Ｍ範囲の値を、（上で説明したように）このＭ２Ｍス
ロットリング機構に関連する剰余演算に関連する数（または範囲の個数）と一緒にブロー
ドキャストすることができる。これは、オペレータが、たとえばＭ２Ｍモバイル端末が分
割される範囲の個数を制御することを、たとえばＭ２Ｍモバイル端末を８個、１６個、３
２個などの範囲に分割するかどうかを制御することを、可能にする。現在許可されるＭ２
Ｍ範囲の値および／またはＭ２Ｍモバイル端末がその範囲を計算することを可能にする数
などのＭ２Ｍ関連パラメータを、たとえばＢｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ　ＢＣＣＨなどのブロードキャスト・チャネル上でシステム情報としてブロード
キャストすることができる。
　４．スロットリングを、Ｍ２Ｍモバイル端末によって開始されたアクセスだけに適用す
ることができる、すなわち、スロットリングを、Ｍ２Ｍモバイル端末がページングされつ
つある時に適用されないものとすることができる。
　５．アプリケーション・プロトコルは、この機構に打ち勝つ、非常に特定の（緊急の）
場合に限って送信できる「緊急」アプリケーション・メッセージを定義することができる
。
【００３６】
　一態様では、本発明は、モバイルのまたは無線の通信システム内の無線アクセスでの輻
輳を防ぐ方法を提供する。
【００３７】
　一実施形態で、前記方法は、
　－モバイル端末が、モバイル端末が分割される異なる範囲のうちの所与の１つに属する
場合を除いて、前記モバイル端末の無線アクセスを禁止するステップであって、前記所与
の範囲は、許可される範囲と呼ばれ、前記許可される範囲は、経時的に変化する、ステッ
プ
を含む。
【００３８】
　一実施形態で、前記方法は、
　－ネットワークが、現在許可される範囲を示す情報をブロードキャストするステップ
を含む。
【００３９】
　一実施形態で、前記方法は、
　－モバイル端末が、前記モバイル端末が現在許可される範囲に属するかどうかをチェッ
クするステップと、
　－モバイル端末が、前記モバイル端末が現在許可される範囲に属さない場合に無線アク
セスを控えるステップと
を含む。
【００４０】
　一実施形態で、前記方法は、
　－モバイル端末が、前記モバイル端末が属する範囲を計算するステップ
を含む。
【００４１】
　一実施形態で、前記方法は、
　－モバイル端末が、剰余演算を実行することによって前記モバイル端末が属する範囲を
計算するステップであって、前記範囲は、前記剰余演算に関連する数による前記モバイル
端末に関連する数の除算の後の剰余に対応し、前記モバイル端末に関連する前記数は、モ
バイル端末に関連する数がモバイル端末の間で均等に分配されるようになっている、ステ
ップ
を含む。
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【００４２】
　一実施形態で、前記方法は、
　－ネットワークが、剰余演算に関連する数を示す情報をブロードキャストするステップ
であって、前記剰余演算に関連する前記数は、モバイル端末が前記剰余演算に関連する前
記数を使用して剰余演算を実行することによってモバイル端末が属する範囲を判定するこ
とを可能にする、ステップ
を含む。
【００４３】
　一実施形態で、前記モバイル端末に関連する前記数は、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　
Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　ＩＭＳＩの最後の複数の桁を
含む。
【００４４】
　一実施形態で、前記モバイル端末に関連する前記数は、モバイル端末の媒体アクセス制
御ＭＡＣアドレスの最後の複数の桁を含む。
【００４５】
　一実施形態で、前記方法は、
　－セルラ・ネットワーク内で、ネットワークが、所与のセル内で、前記セル内の現在許
可される範囲を示す情報をブロードキャストするステップ
を含む。
【００４６】
　一実施形態で、前記方法は、セルラ・ネットワーク内で、
　－モバイル端末が、前記モバイル端末が所与のセル内の現在許可される範囲に属するか
どうかをチェックするステップと
　－モバイル端末が、前記モバイル端末が前記所与のセル内の現在許可される範囲に属さ
ない場合に前記所与のセル内での無線アクセスを控えるステップと
を含む。
【００４７】
　一実施形態で、前記方法は、
　－セルラ・ネットワーク内で、モバイル端末が所与のセル内の現在許可される範囲に属
さない場合に、モバイル端末が、前記モバイル端末が前記セル内の現在許可される範囲に
属するのを待ち、または、モバイル端末が別のセル内の現在許可される範囲に属するよう
に前記別のセルを探すステップ
を含む。
【００４８】
　一実施形態で、前記方法は、
　－セルラ・ネットワーク内で、ネットワークが、所与のセル内で、セルが無線アクセス
についてグローバルに禁止されるかどうかを示す情報をブロードキャストするステップ
を含む。
【００４９】
　一実施形態で、前記方法は、
　－セルラ・ネットワーク内で、グローバルに禁止される所与のセル内のモバイル端末が
、セルがもはやグローバルに禁止されなくなるのを待ち、またはグローバルに禁止されな
い別のセルを探すステップ
を含む。
【００５０】
　一実施形態で、前記モバイル端末は、機械同士のＭ２Ｍモバイル端末を含む。
【００５１】
　他の態様では、本発明は、そのような方法を実行する、特にモバイル端末（特にＭ２Ｍ
モバイル端末など）およびネットワーク・エンティティ（特に基地局など）などのエンテ
ィティを提供する。
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【００５２】
　したがって、本発明は、モバイル端末（特にＭ２Ｍモバイル端末など）を提供する。
【００５３】
　一実施形態で、前記モバイル端末は、
　－前記モバイル端末が無線アクセスについて現在許可される範囲に属するかどうかをチ
ェックする手段であって、前記許可される範囲は、モバイル端末が分割される異なる範囲
のうちの所与の１つに対応し、前記許可される範囲は、経時的に変化する、手段と、
　－前記モバイル端末が現在許可される範囲に属さない場合に無線アクセスを控える手段
と
を含む。
【００５４】
　一実施形態で、前記モバイル端末は、
　－前記モバイル端末が属する範囲を計算する手段
を含む。
【００５５】
　一実施形態で、前記モバイル端末は、
　－剰余演算を実行することによって前記モバイル端末が属する範囲を計算する手段であ
って、前記範囲は、前記剰余演算に関連する数による前記モバイル端末に関連する数の除
算の後の剰余に対応し、前記モバイル端末に関連する前記数は、モバイル端末に関連する
数がモバイル端末の間で均等に分配されるようになっている、手段
を含む。
【００５６】
　一実施形態で、前記モバイル端末に関連する前記数は、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　
Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　ＩＭＳＩの最後の複数の桁を
含む。
【００５７】
　一実施形態で、前記モバイル端末に関連する前記数は、モバイル端末の媒体アクセス制
御ＭＡＣアドレスの最後の複数の桁を含む。
【００５８】
　一実施形態で、前記モバイル端末は、
　－前記モバイル端末がセルラ・ネットワークの所与のセル内の現在許可される範囲に属
するかどうかをチェックする手段と、
　－前記モバイル端末が前記所与のセル内の現在許可される範囲に属さない場合に前記所
与のセル内での無線アクセスを控える手段と
を含む。
【００５９】
　一実施形態で、前記モバイル端末は、
　－前記モバイル端末がセルラ・ネットワーク内の所与のセル内の現在許可される範囲に
属さない場合に、前記モバイル端末が前記セル内の現在許可される範囲に属するのを待ち
、または、モバイル端末が別のセル内の現在許可される範囲に属するように前記別のセル
を探す手段
を含む。
【００６０】
　一実施形態で、前記モバイル端末は、
　－セルラ・ネットワーク内のグローバルに禁止される所与のセル内で、セルがもはやグ
ローバルに禁止されなくなるのを待ち、またはグローバルに禁止されない別のセルを探す
手段
を含む。
【００６１】
　したがって、本発明は、無線のまたはモバイルの通信ネットワーク・エンティティ（特



(12) JP 2013-507809 A 2013.3.4

10

20

30

40

に基地局など）をも提供する。
【００６２】
　一実施形態では、前記ネットワーク・エンティティは、
　－無線アクセスについて現在許可される範囲を示す情報をブロードキャストする手段で
あって、前記許可される範囲は、モバイル端末が分割される異なる範囲のうちの所与の１
つに対応し、前記許可される範囲は、経時的に変化する、手段
を含む。
【００６３】
　一実施形態では、前記ネットワーク・エンティティは、
　－モバイル端末が、前記モバイル端末が属する範囲を判定することを可能にする情報を
ブロードキャストする手段
を含む。
【００６４】
　一実施形態では、前記ネットワーク・エンティティは、
　－剰余演算に関連する数を示す情報をブロードキャストする手段であって、前記剰余演
算に関連する前記数は、モバイル端末が前記剰余演算に関連する前記数を使用して剰余演
算を実行することによってモバイル端末が属する範囲を判定することを可能にする、手段
を含む。
【００６５】
　一実施形態では、前記ネットワーク・エンティティは、
　－セルラ・ネットワークの所与のセル内で、前記セル内の現在許可される範囲を示す情
報をブロードキャストする手段
を含む。
【００６６】
　一実施形態では、前記ネットワーク・エンティティは、
　－セルラ・ネットワークの所与のセル内で、セルが無線アクセスについてグローバルに
禁止されるかどうかを示す情報をブロードキャストする手段
を含む。
【００６７】
　上で述べた手段の詳細な実施態様は、当業者にとって特殊な問題を全く引き起こさず、
したがって、そのような手段は、当業者にとって、その機能によって、上で行われたもの
より十分に開示される必要はない。
【００６８】
　当業者は、さまざまな上で説明された方法のステップを、プログラムされたコンピュー
タによって実行できることをたやすく認めるであろう。本明細書では、いくつかの実施形
態は、機械可読またはコンピュータ可読であり、機械実行可能またはコンピュータ実行可
能な命令のプログラムを符号化するプログラム・ストレージ・デバイス、たとえばディジ
タル・データ記憶媒体を含むことも意図されており、ここで、前記命令は、前記上で説明
された方法のステップの一部またはすべてを実行する。プログラム・ストレージ・デバイ
スを、たとえば、ディジタル・メモリ、磁気ディスクおよび磁気テープなどの磁気記憶媒
体、ハード・ドライブ、または光学的に可読のディジタル・データ記憶媒体とすることが
できる。実施形態は、上で説明された方法の前記ステップを実行するためにプログラムさ
れたコンピュータを含むことも意図されている。
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