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(57)【要約】
　ワイヤレス通信のための方法、装置、およびコンピュ
ータプログラム製品が提供される。この方法は、ナンス
とサービングネットワークのネットワーク機能を対象と
するシグネチャ要求とを含む要求をサービングネットワ
ークに送信するステップと、サービングネットワークか
ら要求に対する応答を受信するステップと、ネットワー
ク機能のシグネチャに基づいてサービングネットワーク
を認証するステップとを含む。ナンスは応答保護を構成
してもよい。この応答はネットワーク機能のシグネチャ
を含んでもよい。サービングネットワークに送信される
要求は、無線リソース制御(RRC)メッセージまたはトラ
ッキングエリア更新(TAU)要求を含んでもよい。サービ
ングネットワークは、信頼できる第三者機関を使用して
サービングネットワークに関連する証明書を検証するこ
とによって認証されてもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器(UE)とサービングネットワークとの間のワイヤレス通信をセキュアにする方
法であって、
　前記UEと前記サービングネットワークとの間にセキュリティアソシエーションが確立さ
れた後に、前記UEによって前記サービングネットワークにおけるネットワーク機能に要求
を送信するステップであって、前記要求は、ナンスとシグネチャ要求とを含む、ステップ
と、
　前記UEによって前記ネットワーク機能からの前記要求に対する応答を受信するステップ
であって、前記応答は、前記ネットワーク機能のシグネチャを含む、ステップと、
　前記UEによって前記ネットワーク機能の前記シグネチャに基づいて前記サービングネッ
トワークを認証するステップとを含む方法。
【請求項２】
　前記シグネチャは、前記ネットワーク機能に対応する公開鍵証明書を使用して作成され
、前記公開鍵証明書は、前記サービングネットワークに関連するネットワーク事業者によ
って供給される前記サービングネットワークの秘密鍵を使用して署名される、請求項1に
記載の方法。
【請求項３】
　前記サービングネットワークを認証する前記ステップは、
　信頼できる第三者機関を使用して前記ネットワーク機能に対応する前記公開鍵証明書を
検証するステップを含む、請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記シグネチャは、前記UEと前記ネットワーク機能との間で共有される鍵を使用して作
成される、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　信頼できるネットワークに対応する公開鍵または公開鍵証明書を識別する前記信頼でき
るネットワークのリストを前記UEに維持するステップをさらに含み、
　前記サービングネットワークを認証する前記ステップは、前記UEによって信頼できるネ
ットワークの前記リストを使用して前記ネットワーク機能の前記公開鍵および前記ネット
ワーク機能によって生成される前記シグネチャを検証するステップを含む、請求項1に記
載の方法。
【請求項６】
　前記サービングネットワークに送信される前記要求は、無線リソース制御メッセージ(R
RCメッセージ)を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記RRCメッセージは、RRC接続要求、RRC接続再確立要求、またはRRC再構成完了メッセ
ージを含む、請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　前記RRCメッセージは、アイドルモードからの遷移時に送信される、請求項6に記載の方
法。
【請求項９】
　前記サービングネットワークに送信される前記要求は、トラッキングエリア更新(TAU)
要求を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記サービングネットワークに証明書完全性情報要求を送信するステップと、
　前記サービングネットワークから受信される第1の証明書完全性情報を、ホーム加入者
サーバから受信される第2の証明書完全性情報を使用して検証するステップとをさらに含
み、
　前記証明書完全性情報要求は、前記第2の証明書完全性情報に対応する証明書オブザー
バトリの識別子を含み、
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　前記証明書オブザーバトリは、1つまたは複数のネットワークに関する証明書のセット
の完全性を維持するように構成される、請求項1に記載の方法。
【請求項１１】
　前記証明書オブザーバトリの前記識別子は、インターネットプロトコル(IP)アドレスま
たはユニバーサルリソースロケータ(URL)を含む、請求項10に記載の方法。
【請求項１２】
　第1の証明書完全性情報を検証するステップは、
　前記証明書オブザーバトリの公開鍵を使用して前記証明書完全性情報要求に対する応答
を認証するステップを含む、請求項10に記載の方法。
【請求項１３】
　第1の証明書完全性情報を検証するステップは、
　前記第1の証明書完全性情報を前記第2の証明書完全性情報と比較するステップと、
　前記第1の証明書完全性情報と前記第2の証明書完全性情報との間に違いがあると判定さ
れたときに証明書サーバ機能(CSF)に証明書ステータス要求を送信するステップと、
　前記CSFからの応答に基づいてネットワーク機能証明書のステータスを検証するステッ
プとを含み、
　前記証明書ステータス要求は、前記ネットワーク機能を識別する第1の識別情報と、前
記ネットワーク機能証明書を識別する第2の識別情報と、前記ネットワーク機能証明書の
バージョン番号とを含み、
　CSFからの応答は、前記ネットワーク機能証明書のステータスと、前記ネットワークの
公開鍵と、前記ネットワークの秘密鍵を使用して前記CSFによって作成される証明書ステ
ータス応答のシグネチャとを含む証明書ステータス応答を含み、前記証明書ステータス応
答の検証は、前記ネットワークの前記公開鍵を使用して実行される、請求項10に記載の方
法。
【請求項１４】
　ワイヤレストランシーバと、
　前記トランシーバに結合されたプロセッサとを備える装置であって、前記プロセッサは
、
　前記装置とサービングネットワークとの間にセキュリティアソシエーションが確立され
た後に、前記サービングネットワークにおけるネットワーク機能に要求を送信することで
あって、前記要求は、ナンスとシグネチャ要求とを含む、送信することと、
　前記ネットワーク機能からの前記要求に対する応答を受信することであって、前記応答
は、前記ネットワーク機能のシグネチャを含む、受信することと、
　前記ネットワーク機能の前記シグネチャに基づいて前記サービングネットワークを認証
することとを行うように構成される装置。
【請求項１５】
　前記要求は、無線リソース制御接続要求またはトラッキングエリア要求を含み、前記プ
ロセッサは、
　前記装置がアイドルモードから遷移している間、前記無線リソース制御接続要求または
トラッキングエリア要求を前記サービングネットワークにおける前記ネットワーク機能に
送信するように構成される、請求項14に記載の装置。
【請求項１６】
　前記シグネチャは、UEと前記ネットワーク機能との間で共有される鍵を使用するか、ま
たは前記サービングネットワークに関連するネットワーク事業者によって供給されるサー
ビングネットワークの秘密鍵を使用して署名された公開鍵証明書を使用して作成される、
請求項14に記載の装置。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、
　前記サービングネットワークに証明書完全性情報要求を送信することと、
　前記サービングネットワークから受信される第1の証明書完全性情報とホーム加入者サ
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ーバから受信される第2の証明書完全性情報との間に違いがないと判定されたときに、前
記第1の証明書完全性情報を前記第2の証明書完全性情報に基づいて検証することと、
　前記第1の証明書完全性情報と前記第2の証明書完全性情報との間に違いがあると判定さ
れたときに証明書サーバ機能(CSF)に証明書ステータス要求を送信することと、
　前記CSFからの応答に基づいてネットワーク機能証明書のステータスを検証することと
を行うように構成され、
　前記証明書完全性情報要求は、前記第2の証明書完全性情報に対応する証明書オブザー
バトリの識別子を含み、
　前記証明書オブザーバトリは、1つまたは複数のネットワークに関する証明書のセット
の完全性を維持するように構成され、
　前記証明書ステータス要求は、前記ネットワーク機能の識別子と、前記ネットワーク機
能証明書の識別子と、前記ネットワーク機能証明書のバージョン番号とを含む、請求項14
に記載の装置。
【請求項１８】
　サービングネットワークのメンバーシップを証明する方法であって、
　ユーザ機器(UE)がホームネットワークとのセキュアな接続を確立した後に前記UEから第
1のメッセージを受信するステップであって、前記第1のメッセージが、前記サービングネ
ットワークのネットワーク機能を対象とし、ナンスとシグネチャ要求とを含む、ステップ
と、
　前記サービングネットワークの前記ネットワーク機能によって維持される事業者署名付
き証明書を使用してシグネチャを生成するステップと、
　前記UEに第2のメッセージを送信するステップであって、前記シグネチャが前記第2のメ
ッセージに添付される、ステップとを含む方法。
【請求項１９】
　前記事業者署名付き証明書は、前記サービングネットワークの事業者によって署名され
た公開鍵証明書である、請求項18に記載の方法。
【請求項２０】
　前記事業者署名付き証明書に対応する秘密鍵が、セキュアなストレージまたはセキュア
な実行環境に維持される、請求項18に記載の方法。
【請求項２１】
　前記事業者署名付き証明書に対応する秘密鍵が、信頼できる環境に維持される、請求項
18に記載の方法。
【請求項２２】
　前記シグネチャは、前記UEと前記ネットワーク機能との間で共有されるセッション鍵を
使用して作成されるメッセージ認証コード(MAC)を含み、前記第2のメッセージの署名に対
称暗号が使用される、請求項18に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ネットワーク機能はモビリティ管理エンティティ(MME)を含み、前記セッション鍵
はアクセスセキュリティ管理エンティティ鍵(KASME)を備え、前記方法は、
　前記MMEの公開鍵を使用して暗号化されたメッセージにおいて前記KASMEをホーム加入者
サーバ(HSS)から受信するステップと、
　信頼できる環境内に記憶された秘密鍵を使用して前記KASMEを解読するステップと、
　前記KASMEを前記信頼できる環境内に記憶するステップとをさらに含む、請求項22に記
載の方法。
【請求項２４】
　前記ネットワーク機能はeNodeBを含み、前記セッション鍵はKeNBを含み、前記方法は、
　前記eNodeBの公開鍵を使用して暗号化されたメッセージにおいて前記KeNBをMMEから受
信するステップと、
　信頼できる環境内に記憶された秘密鍵を使用して前記KeNBを解読するステップと、
　前記KeNBを前記信頼できる環境内に記憶するステップとをさらに含む、請求項22に記載
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の方法。
【請求項２５】
　前記シグネチャは、前記ネットワーク機能の秘密鍵を使用して作成されたデジタルシグ
ネチャを含み、前記第2のメッセージの署名に対称暗号が使用され、前記ネットワーク機
能の前記秘密鍵は、信頼できる環境内に記憶され、前記シグネチャは、前記信頼できる環
境内に作成される、請求項18に記載の方法。
【請求項２６】
　前記ネットワーク機能はeNodeBを含み、前記第1のメッセージは無線リソース制御メッ
セージ(RRCメッセージ)を含み、前記第2のメッセージは前記RRCメッセージに対する応答
を含む、請求項18に記載の方法。
【請求項２７】
　前記RRCメッセージは、RRC接続確立要求、RRC接続再確立要求、またはRRC再構成完了メ
ッセージである、請求項26に記載の方法。
【請求項２８】
　前記ネットワーク機能はMMEを含み、前記第1のメッセージはトラッキングエリア更新(T
AU)要求を含む、請求項18に記載の方法。
【請求項２９】
　ユーザ機器(UE)がホームネットワークとのセキュアな接続を確立した後に前記UEから第
1のメッセージを受信するための手段であって、前記第1のメッセージが、サービングネッ
トワークのネットワーク機能を対象とし、ナンスとシグネチャ要求とを含む手段と、
　前記サービングネットワークの前記ネットワーク機能によって維持される事業者署名付
き証明書を使用してシグネチャを生成するための手段と、
　前記UEに第2のメッセージを送信するための手段であって、前記シグネチャが前記第2の
メッセージに添付される手段とを備え、
　前記第2のメッセージに添付される前記シグネチャは、装置が前記サービングネットワ
ークのメンバーであることを前記UEに対して証明するために生成され、前記事業者署名付
き証明書は、前記サービングネットワークの事業者によって署名された公開鍵証明書であ
る装置。
【請求項３０】
　前記第1のメッセージは無線リソース制御(RRC)メッセージを含み、前記第2のメッセー
ジは、前記ネットワーク機能がeNodeBを含むときに前記RRCメッセージに対する応答を含
み、
　前記第1のメッセージは、前記ネットワーク機能がモビリティ管理エンティティ(MME)を
含むときにトラッキングエリア更新(TAU)要求を含む、請求項29に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、2014年9月26日に米国特許商標庁に出願された仮特許出願第62/056,387号、
および2015年3月31日に米国特許商標庁に出願された非仮特許出願第14/675,676号の優先
権および利益を主張するものであり、その内容全体は、参照により本明細書に組み込まれ
る。
【０００２】
　本開示は概して通信システムに関し、より詳細には、ワイヤレス通信システムにおける
ユーザ機器とサービングネットワークとの間の認証のためのシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、および放送など
の種々の電気通信サービスを提供するために広く展開されている。通常のワイヤレス通信
システムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅、送信電力)を共有すること
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によって、複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を用いる場合
がある。そのような多元接続技術の例としては、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分
割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接
続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC-FDMA)システム、および時
分割同期符号分割多元接続(TD-SCDMA)システムがある。
【０００４】
　これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが、都市、国家、地域、さらには
世界レベルで通信することを可能にする共通のプロトコルを提供するために、種々の電気
通信規格において採用されている。多元接続技術が改善され補強されると、新しい電気通
信規格が出現する。新たな電気通信規格の一例として、第4世代ロングタームエボリュー
ション(LTE)がある。LTEは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によって公表
されたユニバーサルモバイル電気通信システム(UMTS:Universal Mobile Telecommunicati
ons System)モバイル標準規格に対する1組の拡張規格である。LTEは、スペクトル効率を
改善することによってモバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良好にサポ
ートすることと、コストを下げることと、サービスを改善することと、新しいスペクトル
を利用することと、ダウンリンク(DL)上のOFDMA、アップリンク(UL)上のSC-FDMA、および
多入力多出力(MIMO)アンテナ技術を使用して他のオープン規格とより良好に統合すること
とを行うように設計される。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需
要が増加し続けるにつれて、LTE技術のさらなる改善が必要とされ、ならびに/あるいは新
世代については改良された機能を有する電気通信規格が必要とされている。
【０００５】
　セキュリティ構成は、LTEネットワークにおける論理ベアラまたはチャネル(たとえば、
モバイル通信デバイスとネットワークエンティティまたはアクセスノードとの間の通信リ
ンク)をセットアップする初期ステップである。鍵の導出および確立がこのセキュリティ
構成の一部である。生成される鍵の大部分は、非アクセス層(NAS)セキュリティモード構
成(NAS SMC)およびアクセス層(AS)セキュリティモード構成(AS SMC)に関する暗号鍵およ
び完全性鍵である。新世代の通信技術が開発されると、セキュリティ構成プロセスにおい
て攻撃に対する脆弱性が露呈する場合がある。したがって、セキュリティプロセスを改善
する必要がある。好ましくは、改善は、他の多元接続技術、およびこれらの技術を採用す
る電気通信規格に適用可能であるべきである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一態様では、方法、コンピュータプログラム製品、および装置が提供される。
【０００７】
　本明細書において開示するいくつかの態様によれば、ユーザ機器(UE)とサービングネッ
トワークとの間のワイヤレス通信をセキュアにする方法は、UEとサービングネットワーク
との間にセキュリティアソシエーションが確立された後にUEによってサービングネットワ
ークにおけるネットワーク機能に接続要求またはトラッキングエリア要求を送信するステ
ップであって、要求が、ナンスとシグネチャ要求とを含む、ステップと、UEによってネッ
トワーク機能からの接続要求またはトラッキングエリア要求に対する応答を受信するステ
ップであって、応答が、ネットワーク機能のシグネチャを含む、ステップと、UEによって
ネットワーク機能のシグネチャおよびネットワーク機能に対応する公開鍵証明書に基づい
てサービングネットワークを認証するステップであって、公開鍵証明書が、サービングネ
ットワークに関連するネットワーク事業者によって供給されるサービングネットワークの
秘密鍵を使用して署名される、ステップとを含む。
【０００８】
　本明細書において開示するいくつかの態様によれば、装置は、ワイヤレストランシーバ
と、トランシーバに結合されたプロセッサとを有する。プロセッサは、UEとサービングネ
ットワークとの間にセキュリティアソシエーションが確立された後にサービングネットワ
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ークにおけるネットワーク機能に接続要求またはトラッキングエリア要求を送信すること
であって、要求が、ナンスとシグネチャ要求とを含む、送信することと、ネットワーク機
能からの接続要求またはトラッキングエリア要求に対する応答を受信することであって、
応答が、ネットワーク機能のシグネチャを含む、受信することと、ネットワーク機能のシ
グネチャおよびネットワーク機能に対応する公開鍵証明書に基づいてサービングネットワ
ークを認証することであって、公開鍵証明書が、サービングネットワークに関連するネッ
トワーク事業者によって供給されるサービングネットワークの秘密鍵を使用して署名され
る、認証することとを行うように構成されてもよい。
【０００９】
　本明細書において開示するいくつかの態様によれば、サービングネットワークのメンバ
ーシップを確立する方法は、UEがホームネットワークとのセキュアな接続を確立した後に
UEから第1のメッセージを受信するステップであって、メッセージが、サービングネット
ワークのネットワーク機能を対象とし、ナンスとシグネチャ要求とを含む、ステップと、
サービングネットワークのネットワーク機能によって維持される事業者署名付き証明書を
使用してシグネチャを生成するステップと、UEに第2のメッセージを送信するステップで
あって、署名が第2のメッセージに添付される、ステップとを含む。
【００１０】
　本明細書において開示するいくつかの態様によれば、装置は、UEがホームネットワーク
とのセキュアな接続を確立した後にUEから第1のメッセージを受信するための手段であっ
て、メッセージが、サービングネットワークのネットワーク機能を対象とし、ナンスとシ
グネチャ要求とを含む手段と、サービングネットワークのネットワーク機能によって維持
される事業者署名付き証明書を使用してシグネチャを生成するための手段と、UEに第2の
メッセージを送信するための手段であって、署名が第2のメッセージに添付される手段と
を含む。第2のメッセージに添付されるシグネチャは、装置がサービングネットワークの
メンバーであることをUEに証明するために生成されてもよい。事業者署名付き証明書は、
サービングネットワークの事業者によって署名された公開鍵証明書であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ネットワークアーキテクチャの一例を示す図である。
【図２】アクセスネットワークの一例を示す図である。
【図３】ユーザプレーンおよび制御プレーンに関する無線プロトコルアーキテクチャの一
例を示す図である。
【図４】アクセスネットワークにおける発展型NodeBおよびユーザ機器(UE)の一例を示す
図である。
【図５】LTEワイヤレスネットワークなどのネットワーク内に実装される場合があるE-UTR
AN鍵階層の一例を示す図である。
【図６】LTEパケット交換ネットワークにおいて動作する通信デバイスに実装される場合
があるプロトコルスタックを示す図である。
【図７】LTEワイヤレスネットワークの例における認証を示すメッセージ流れ図である。
【図８】UEがホームネットワークからサービスを得るためにサービングネットワークに接
続するネットワーク環境を示す図である。
【図９】ワイヤレスネットワークの脆弱性の第1の例を示す図である。
【図１０】本明細書において開示するいくつかの態様によるeNodeBを介したサービングネ
ットワークのオンデマンド認証に使用される接続要求メッセージの第1の例を示すメッセ
ージ流れ図である。
【図１１】本明細書において開示するいくつかの態様によるeNodeBを介したサービングネ
ットワークのオンデマンド認証に使用される接続要求メッセージの第2の例を示すメッセ
ージ流れ図である。
【図１２】本明細書において開示するいくつかの態様によるモビリティ管理エンティティ
(MME)を介したサービングネットワークのオンデマンド認証に使用されるトラッキングエ
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リア更新(TAU)メッセージの第1の例を示すメッセージ流れ図である。
【図１３】本明細書において開示するいくつかの態様によるeNodeBを介したサービングネ
ットワークのオンデマンド認証に使用される接続要求メッセージの第3の例を示すメッセ
ージ流れ図である。
【図１４】本明細書において開示するいくつかの態様によるeNodeBを介したサービングネ
ットワークのオンデマンド認証に使用される接続要求メッセージの第4の例を示すメッセ
ージ流れ図である。
【図１５】本明細書において開示するいくつかの態様によるMMEを介したサービングネッ
トワークのオンデマンド認証に使用されるTAUメッセージの第2の例を示すメッセージ流れ
図である。
【図１６】ワイヤレスネットワークの脆弱性の第2の例を示す図である。
【図１７】本明細書において開示するいくつかの態様による図16に示す脆弱性を解消する
ように構成されたワイヤレスネットワーキング環境を示す図である。
【図１８】本明細書において開示するいくつかの態様によるeNodeBを介したサービングネ
ットワークのオンデマンド認証に使用される接続要求メッセージの第5の例を示すメッセ
ージ流れ図である。
【図１９】本明細書において開示するいくつかの態様によるeNodeBを介したサービングネ
ットワークのオンデマンド認証に使用される接続要求メッセージの第6の例を示すメッセ
ージ流れ図である。
【図２０】本明細書において開示するいくつかの態様によるMMEを介したサービングネッ
トワークのオンデマンド認証に使用されるTAUメッセージの第3の例を示すメッセージ流れ
図である。
【図２１】本明細書において開示するいくつかの態様に従って適合されてもよい処理回路
を採用する装置の一例を示すブロック図である。
【図２２】本明細書において開示するいくつかの態様によるUEにおいて実行されるワイヤ
レス通信方法のフローチャートである。
【図２３】本明細書において開示する1つまたは複数の態様に従って適合された装置に関
するハードウェア実施態様の第1の例を示す図である。
【図２４】本明細書において開示するいくつかの態様によるネットワークノードにおいて
実行されるワイヤレス通信方法のフローチャートである。
【図２５】本明細書において開示する1つまたは複数の態様に従って適合された装置に関
するハードウェア実施態様の第2の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　添付の図面に関して以下に記載する詳細な説明は、様々な構成の説明として意図されて
おり、本明細書において説明する概念が実践される場合がある唯一の構成を表すことは意
図されていない。詳細な説明は、様々な概念の完全な理解を提供することを目的として具
体的な詳細を含む。しかしながら、これらの概念がこれらの具体的な詳細なしに実践され
る場合があることは当業者に明らかであろう。場合によっては、そのような概念を曖昧に
することを回避するために、よく知られている構造および構成要素がブロック図の形態で
示される。
【００１３】
　次に、電気通信システムのいくつかの態様を様々な装置および方法を参照しながら提示
する。これらの装置および方法について、以下の詳細な説明において説明し、様々なブロ
ック、モジュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズムなど(「要素」
と総称される)によって添付の図面に示す。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピ
ュータソフトウェア、またはこれらの任意の組合せを使用して実装されてよい。そのよう
な要素がハードウェアとして実装されるかソフトウェアとして実装されるかは、システム
全体に課される特定の適用および設計制約に依存する。
【００１４】
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　例として、要素、もしくは要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、1つまた
は複数のプロセッサを含むコンピュータまたは「処理システム」を用いて実装されてもよ
い。プロセッサの例には、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プ
ロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デ
バイス(PLD)、ステートマシン、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体
にわたって説明される種々の機能を実行するように構成された他の適切なハードウェアが
含まれる。処理システムの中の1つまたは複数のプロセッサは、ソフトウェアを実行して
もよい。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコー
ド、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、または他の名称で呼ばれるかにかかわらず、命
令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプロ
グラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、
ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、
実行スレッド、プロシージャ、機能などを意味するように広く解釈されるべきである。
【００１５】
　したがって、1つまたは複数の例示的な実施形態では、説明される機能は、ハードウェ
ア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実施されてもよい。
ソフトウェアにおいて実施される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上の1つまたは複
数の命令またはコードとして、記憶または符号化されてもよい。コンピュータ可読媒体は
コンピュータ記憶媒体を含む。コンピュータ可読媒体は、1つまたは複数のプロセッサに
よって読み取られならびに/あるいは処理される場合がある一時的記憶媒体および非一時
的記憶媒体を含んでもよい。ストレージ媒体は、コンピュータによってアクセスできる任
意の利用可能な媒体であってよい。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読
媒体は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、プログラマブルROM(PR
OM)、消去可能PROM(EPROM)、電気消去可能PROM(EEPROM)、コンパクトディスク読取り専用
メモリ(CD-ROM)、もしくは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージもしくは
他の磁気記憶デバイス、または命令もしくはデータ構造の形態において所望のプログラム
コードを搬送もしくは記憶するために使用することができコンピュータによってアクセス
することができる任意の他の媒体を含むことが可能である。ディスク(disk)およびディス
ク(disc)は、本明細書においては、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商
標)、光学ディスク、デジタル多用途ディスク(DVD)、およびフロッピー(登録商標)ディス
クを含み、ディスク(disk)は通常、データを磁気的に再生し、一方、ディスク(disc)は、
データをレーザーによって光学的に再生する。上記の組合せも、コンピュータ可読媒体の
範囲内に同じく含まれるものとする。
【００１６】
　本明細書において開示するいくつかの態様は、無線リンクセットアップおよび/または
ベアラ確立プロセスが確立される場合があるシステムおよび方法に関する。本開示のいく
つかの態様は、第5世代(5G)以降のネットワークならびに第4世(4G)代以前のネットワーク
における無線アクセス技術(RAT)を含むより新しい世代の無線アクティブ化技術において
生じる場合があるセキュリティ問題に対処する。本明細書では、例として、複数のRATに
適用される場合があるいくつかの態様の説明を簡略化することを目的として、4G LTEネッ
トワークアーキテクチャの構成および動作について説明する。
【００１７】
　図1は、LTEネットワークアーキテクチャ100を示す図である。LTEネットワークアーキテ
クチャ100は、発展型パケットシステム(EPS)と呼ばれる場合がある。EPSは、1つまたは複
数のユーザ機器(UE)102、発展型UMTS地上波無線アクセスネットワーク(E-UTRAN)104、発
展型パケットコア(EPC)110、ホーム加入者サーバ(HSS)120、および事業者のインターネッ
トプロトコル(IP)サービス122を含む場合がある。EPSは、他のアクセスネットワークと相
互接続することができるが、簡単のために、それらのエンティティ/インターフェースは
図示されない。図示のように、EPSはパケット交換サービスを提供するが、当業者は、本
開示全体にわたって提示される様々な概念が、回路交換サービスを提供するネットワーク
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に拡張される場合があることを容易に諒解するであろう。
【００１８】
　E-UTRANは、発展型NodeB(eNodeB)106および他のeNodeB 108を含む。eNodeB 106は、UE 
102へのユーザプレーンおよび制御プレーンプロトコル終端を実現する。eNodeB 106は、
バックホール(たとえばX2インターフェース)を介して他のeNodeB 108に接続されてよい。
eNodeB 106は、基地局、トランシーバ基地局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシ
ーバ機能、基本サービスセット(BSS)、拡張サービスセット(ESS)、eNBと呼ばれるか、ま
たは他の何らかの適切な用語で呼ばれることもある。eNodeB 106は、EPC 110へのアクセ
スポイントをUE 102に対して確保する。UE 102の例には、携帯電話、スマートフォン、セ
ッション開始プロトコル(SIP)電話、ラップトップ、携帯情報端末(PDA)、衛星ラジオ、全
地球測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレ
ーヤ(たとえば、MP3プレーヤ)、カメラ、ゲーム機、仮想現実デバイス、タブレットコン
ピューティングデバイス、メディアプレーヤ、アプライアンス、ゲーミングデバイス、ス
マートウォッチまたは光学頭部装着ディスプレイなどのウェアラブルコンピューティング
デバイス、あるいは同様の機能を有する他の任意のデバイスがある。UE 102は、当業者に
よって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、
リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、
リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、
リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアン
ト、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれることもある。
【００１９】
　eNodeB 106は、「S1」インターフェースによってEPC 110に接続される。EPC 110は、MM
E 112と、他のMME 114と、サービングゲートウェイ116と、パケットデータネットワーク(
PDN)ゲートウェイ118とを含む。MME 112は、UE 102とEPC 110との間のシグナリングを処
理する制御ノードである。一般に、MME 112は、ベアラ管理および接続管理を行う。すべ
てのユーザIPパケットは、サービングゲートウェイ116を通じて転送され、サービングゲ
ートウェイ116自体は、PDNゲートウェイ118に接続される。PDNゲートウェイ118は、UEのI
Pアドレス割振り、ならびに他の機能を実現する。PDNゲートウェイ118は、事業者のIPサ
ービス122に接続される。事業者のIPサービス122は、インターネット、イントラネット、
IPマルチメディアサブシステム(IMS)、およびPSストリーミングサービス(PSS)を含む場合
がある。
【００２０】
　図2は、LTEネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク200の例を示す
図である。この例では、アクセスネットワーク200は、いくつかのセルラー領域(セル)202
に分割される。1つまたは複数の低電力クラスeNodeB 208が、セル202のうちの1つまたは
複数と重なるセルラー領域210を有する場合がある。低電力クラスeNodeB 208は、フェム
トセル(たとえば、ホームeNodeB(HeNB))、ピコセル、マイクロセル、またはリモート無線
ヘッド(RRH)であってもよい。マクロeNodeB 204は各々、それぞれのセル202に割り当てら
れ、セル202中のすべてのUE 206にEPC 110へのアクセスポイントを実現するように構成さ
れる。アクセスネットワーク200のこの例では集中型コントローラはないが、代替的な構
成では集中型コントローラが使用され得る。eNodeB 204は、無線ベアラ制御、アドミッシ
ョン制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリティ、およびサービングゲート
ウェイ116への接続性を含めた、すべての無線関連機能を担う。
【００２１】
　アクセスネットワーク200によって採用される変調方式および多元接続方式は、利用さ
れている特定の電気通信規格に応じて異なる場合がある。LTEの適用例では、OFDMがDL上
で使用されSC-FDMAがUL上で使用されて、周波数分割複信(FDD)と時分割複信(TDD)の両方
をサポートする。当業者が以下の詳細な説明から容易に理解するように、本明細書におい
て提示される種々の概念は、LTEの適用例に適している。しかしながら、これらの概念は
、他の変調技法および多元接続技法を用いる他の電気通信規格に容易に拡張される場合が
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ある。例として、これらの概念は、エボリューションデータオプティマイズド(EV-DO)ま
たはウルトラモバイルブロードバンド(UMB)に拡張されてもよい。EV-DOおよびUMBは、CDM
A2000規格ファミリーの一部として第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2)によっ
て公表されたエアインターフェース規格であり、CDMAを利用して移動局に対してブロード
バンドインターネットアクセスを可能にする。これらの概念はまた、Wideband-CDMA(W-CD
MA(登録商標))およびTD-SCDMAなどのCDMAの他の変形形態を採用するUniversal Terrestri
al Radio Access(UTRA)、TDMAを採用するGlobal System for Mobile Communications(GSM
(登録商標))、ならびにOFDMAを採用するEvolved UTRA(E-UTRA)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IE
EE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、およびFlash-OFDMに拡張されてもよい。UTRA、E-UTRA
、UMTS、LTE、およびGSM(登録商標)については、3GPP団体による文書に記載されている。
CDMA2000およびUMBについては、3GPP2団体による文書に記載されている。採用される実際
のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、具体的なアプリケーションおよびシステム
に課される全体的な設計制約によって決まる。
【００２２】
　eNodeB 204は、MIMO技術をサポートする複数のアンテナを有してもよい。MIMO技術の使
用により、eNodeB 204は、空間領域を利用して、空間多重化、ビームフォーミング、およ
び送信ダイバーシティをサポートすることができる。空間多重化は、同じ周波数で同時に
様々なデータストリームを送信するために使用されてもよい。データストリームは、デー
タレートを上げるために単一のUE 206に送信されてよく、または全体的なシステム容量を
拡大するために複数のUE 206に送信されてもよい。このことは、各データストリームを空
間的にプリコーディングし(すなわち、振幅および位相のスケーリングを適用し)、次いで
、空間的にプリコーディングされた各ストリームを複数の送信アンテナを通じてDL上で送
信することによって実現される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、
異なる空間シグネチャとともにUE 206に到達し、これにより、UE 206の各々は、そのUE 2
06に向けられた1つまたは複数のデータストリームを復元することが可能になる。UL上で
は、各UE 206は、空間的にプリコーディングされたデータストリームを伝送し、これによ
り、eNodeB 204は、空間的にプリコーディングされた各データストリームのソースを特定
することが可能になる。
【００２３】
　空間多重化は一般に、チャネル状態が良好なときに使用される。チャネル状態がそれほ
ど好ましくないとき、送信エネルギーを1つまたは複数の方向に集中させるために、ビー
ムフォーミングが使用される場合がある。このことは、複数のアンテナを通して送信する
ためにデータを空間的にプリコーディングすることによって実現されてもよい。セルのエ
ッジにおいて良好なカバレージを達成するために、単一ストリームビームフォーミング送
信が、送信ダイバーシティと組み合わせて使用される場合がある。
【００２４】
　以下の発明を実施するための形態では、アクセスネットワークの様々な態様について、
DL上でOFDMをサポートするMIMOシステムを参照しながら説明する。OFDMは、OFDMシンボル
内のいくつかのサブキャリアにわたってデータを変調するスペクトル拡散技法である。サ
ブキャリアは、正確な周波数において離間される。離間は、受信機がサブキャリアからの
データを復元することを可能にする「直交性」をもたらす。時間領域では、OFDMシンボル
間干渉をなくすために、各OFDMシンボルにガードインターバル(たとえば、サイクリック
プレフィックス)が付加される場合がある。ULは、高いピーク対平均電力比(PAPR)を補償
するために、DFT拡散OFDM信号の形態でSC-FDMAを使用してもよい。
【００２５】
　図3は、LTEにおけるユーザプレーン用および制御プレーン用の無線プロトコルアーキテ
クチャの一例を示す図300である。UEおよびeNodeBの無線プロトコルアーキテクチャは、
レイヤ1、レイヤ2、およびレイヤ3という3つのレイヤによって示される。レイヤ1(L1レイ
ヤ)は最下位レイヤであり、様々な物理レイヤ信号処理機能を実装する。L1レイヤは、本
明細書において物理レイヤ306と呼ばれる。レイヤ2(L2レイヤ)308は、物理レイヤ306の上
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にあり、物理レイヤ306を介したUEとeNodeBとの間のリンクとして働く。
【００２６】
　ユーザプレーンでは、L2レイヤ308は、メディアアクセス制御サブレイヤ(メディアアク
セスサブレイヤ)310、無線リンク制御(RLC)サブレイヤ312、およびパケットデータ収束プ
ロトコル(PDCP)サブレイヤ314を含み、これらは、ネットワーク側でeNodeBにおいて終端
する。図示されていないが、UEは、L2レイヤ308の上にいくつかの上位レイヤを有するこ
とがあり、それらは、ネットワーク側のPDNゲートウェイ118において終端されるネットワ
ークレイヤ(たとえば、IPレイヤ)、および接続の他端(たとえば、遠端UE、サーバなど)に
おいて終端されるアプリケーションレイヤを含む。
【００２７】
　PDCPサブレイヤ314は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間で多重化を行う。PDCP
サブレイヤ314はまた、無線送信オーバーヘッドを低減するための上位レイヤデータパケ
ットのヘッダ圧縮と、データパケットを暗号化することによるセキュリティと、eNodeB間
におけるUEに対するハンドオーバサポートとを可能にする。RLCサブレイヤ312は、上位層
のデータパケットのセグメント化および再構築、失われたデータパケットの再送信、なら
びに、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)による順序の狂った受信を補償するためのデータ
パケットの再順序付けを行う。メディアアクセスサブレイヤ310は、論理チャネルとトラ
ンスポートチャネルとの間の多重化を実現する。メディアアクセスサブレイヤ310は、1つ
のセルの中の様々な無線リソース(たとえば、リソースブロック)をUE間で割り振る役目も
果たす。メディアアクセスサブレイヤ310は、HARQ演算も担う。
【００２８】
　制御プレーンでは、UEおよびeNodeBに関する無線プロトコルアーキテクチャは、物理レ
イヤ306およびL2レイヤ308についてはほぼ同じだが、例外として、制御プレーンにはヘッ
ダ圧縮機能がない。制御プレーンはまた、レイヤ3(L3レイヤ)の中に無線リソース制御(RR
C)サブレイヤ316を含む。RRCサブレイヤ316は、無線リソース(すなわち無線ベアラ)を得
る役目を果たすとともに、eNodeBとUEとの間でRRCシグナリングを使用して下位レイヤを
構成する役目を果たす。
【００２９】
　図4は、アクセスネットワークにおいて通信するeNodeB 410とUE 450のブロック図であ
る。DLでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットが、コントローラ/プロセッサ4
75に供給される。コントローラ/プロセッサ475は、L2レイヤの機能を実施する。DLでは、
コントローラ/プロセッサ475は、ヘッダ圧縮、暗号化、パケットのセグメント化および並
べ替え、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化、ならびに、様々な優先
度メトリックに基づくUE 450への無線リソース割振りを行う。コントローラ/プロセッサ4
75はまた、HARQ動作、紛失したパケットの再送、およびUE 450へのシグナリングを担う。
【００３０】
　送信(TX)プロセッサ416は、L1レイヤ(すなわち、物理レイヤ)のための種々の信号処理
機能を実施する。信号処理機能は、UE 450における前方誤り訂正(FEC)を容易にするため
のコーディングおよびインターリービング、ならびに様々な変調方式(たとえば、2位相シ
フトキーイング(BPSK)、4位相シフトキーイング(QPSK)、M位相シフトキーイング(M-PSK)
、多値直交振幅変調(M-QAM))に基づく信号コンスタレーションへのマッピングを含む。次
いで、コーディングおよび変調されたシンボルが、並列ストリームに分割される。次いで
、各ストリームは、OFDMサブキャリアにマッピングされ、時間領域および/または周波数
領域において基準信号(たとえば、パイロット)と多重化され、次いで、逆高速フーリエ変
換(IFFT)を使用して合成されて、時間領域のOFDMシンボルストリームを搬送する物理チャ
ネルを生成する。OFDMストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプ
リコーディングされる。チャネル推定器474からのチャネル推定値が、コーディングおよ
び変調方式を決定するために、ならびに空間処理のために使用される場合がある。チャネ
ル推定値は、UE 450によって送信された基準信号および/またはチャネル状態フィードバ
ックから導出されてもよい。その後、各空間ストリームは、別のトランスミッタ418TXを
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介して異なるアンテナ420に与えられる。各トランスミッタ418TXは、送信する場合にそれ
ぞれの空間ストリームによってRFキャリアを変調する。
【００３１】
　UE 450において、各レシーバ454RXは、そのそれぞれのアンテナ452を介して信号を受信
する。各受信機454RXは、RFキャリア上で変調されている情報を復元し、情報を受信(RX)
プロセッサ456に供給する。RXプロセッサ456は、L1レイヤの種々の信号処理機能を実施す
る。RXプロセッサ456は、情報に関する空間処理を実行して、UE 450に向けられるあらゆ
る空間ストリームを再生する。複数の空間ストリームがUE 450に向けられている場合、そ
れらはRXプロセッサ456によって単一のOFDMシンボルストリームに合成されてもよい。次
いで、RXプロセッサ456は、高速フーリエ変換(FFT)を使用して、OFDMシンボルストリーム
を時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、OFDM信号のサブキャリアごと
に別個のOFDMシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボル、および基準信
号は、eNodeB 410によって伝送された最も可能性の高い信号コンスタレーションポイント
を決定することによって、復元および復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器45
8によって計算されたチャネル推定値に基づいてもよい。次いで、軟判定は復号されデイ
ンタリーブされて、物理チャネル上でeNodeB 410によって最初に送信されたデータおよび
制御信号が回復される。その後、データ信号および制御信号は、コントローラ/プロセッ
サ459に与えられる。
【００３２】
　コントローラ/プロセッサ459はL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサは、プ
ログラムコードおよびデータを記憶するメモリ460に関連付けることができる。メモリ460
は、コンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ULでは、コントローラ/プロセッサ459
が、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャ
ネルと論理チャネルとの間の逆多重化、パケット再アセンブリ、暗号化解除、ヘッダ圧縮
解除、制御信号処理を行う。次いで、上位レイヤパケットはデータシンク462に供給され
、データシンク462はL2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表す。様々な制御信号
が、L3処理のためにデータシンク462に供給されてもよい。コントローラ/プロセッサ459
はまた、HARQ動作をサポートするために、確認応答(ACK)および/または否定応答(NACK)の
プロトコルを使用する誤り検出を担う。
【００３３】
　ULでは、データソース467は、上位レイヤパケットをコントローラ/プロセッサ459に与
えるために使用される。データソース467は、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤ
を代表する。eNodeB 410によるDL送信に関して説明された機能と同様に、コントローラ/
プロセッサ459は、ヘッダ圧縮、暗号化、パケットのセグメント化および並べ替え、なら
びに、eNodeB 410による無線リソース割振りに基づく論理チャネルとトランスポートチャ
ネルとの間の多重化を行うことによって、ユーザプレーンおよび制御プレーンのL2レイヤ
を実装する。コントローラ/プロセッサ459はまた、HARQ動作、紛失パケットの再送信、お
よびeNodeB 410へのシグナリングも担う。
【００３４】
　eNodeB 410によって送信された基準信号またはフィードバックからチャネル推定器458
によって導出されたチャネル推定値が、適切な符号化変調方式を選択し空間処理を容易に
するためにTXプロセッサ468によって使用されてもよい。TXプロセッサ468によって生成さ
れた空間ストリームは、別のトランスミッタ454TXを介して異なるアンテナ452に与えられ
る。各トランスミッタ454TXは、送信する場合にそれぞれの空間ストリームによってRFキ
ャリアを変調する。
【００３５】
　UL伝送は、eNodeB 410において、UE 450におけるレシーバ機能に関して説明した方法と
同様の方法で処理される。各レシーバ418RXは、それのそれぞれのアンテナ420を通じて信
号を受信する。各レシーバ418RXは、RFキャリア上に変調されている情報を復元し、その
情報をRXプロセッサ470に供給する。RXプロセッサ470は、L1レイヤを実装してもよい。
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【００３６】
　コントローラ/プロセッサ475はL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ475は、
プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ476に関連付けることができる。メモリ4
76は、コンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ULでは、コントローラ/プロセッサ4
75が、UE 450からの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論
理チャネルとの間の逆多重化、パケット再アセンブリ、暗号化解除、ヘッダ圧縮解除、制
御信号処理を行う。コントローラ/プロセッサ475からの上位レイヤパケットは、コアネッ
トワークに与えられる場合がある。また、コントローラ/プロセッサ475は、HARQ動作をサ
ポートするために、ACKおよび/またはNACKプロトコルを使用する誤り検出も担う。
【００３７】
LTEネットワークにおけるベアラセットアップ
　LTEネットワークにおける無線リンクセットアップでは、ネットワークへのアクセスを
可能にするアクセスノードと通信デバイスとの間に1つまたは複数の無線ベアラが確立さ
れる場合がある。無線リンクセットアップは一般に、セキュリティアクティブ化交換を含
む。その場合、論理ベアラである場合もあるいは論理チャネルである場合もあるセッショ
ンベラが、無線リンクを介して確立されてもよく、セッションベアラを介して1つまたは
複数のサービスおよび/または通信が確立されてもよい。セッションベアラ、サービス、
および/または通信は、1つまたは複数のセキュリティ鍵によってセキュアにされてもよい
。
【００３８】
　セッションベアラセットアップの一部として、認証要求および/または1つまたは複数の
鍵交換が行われてもよい。LTE互換プロトコルに従って動作するネットワークでは、1つま
たは複数のネットワークエンティティによって実現されるアルゴリズムに基づいて通信デ
バイスによって鍵が導出されてもよい。
【００３９】
E-UTRAN鍵階層の例
　図5は、通常のLTEネットワーク内に実装される場合がある典型的なE-UTRAN鍵階層500を
示す図である。通信デバイスでは、ネットワーク側におけるネットワークエンティティ内
のユニバーサル加入者識別モジュール(USIM)および認証センター(AuC)がマスター鍵(K)50
2を使用して暗号鍵(CK)504および完全性鍵(IK)506を生成する。暗号解読鍵(CK)504および
完全性鍵(IK)506は次いで、アクセスセキュリティ管理エンティティ鍵(KASME)508を生成
するためにネットワークエンティティ内の通信デバイスおよびホーム加入者サーバ(HSS)
によって使用されてもよい。LTEネットワーク内で動作する通信デバイスのセキュリティ
アクティブ化は、認証および鍵一致手順(AKA)、非アクセス層(NAS)セキュリティモード構
成(NAS SMC)およびアクセス層(AS)セキュリティモード構成(AS SMC)によって遂行されて
もよい。AKAは、KASME 508を導出するのに使われ、この鍵は次いで、NAS鍵510および512
ならびにAS鍵514、516、518、および520の算出のためのベース鍵として使われる。ネット
ワーク側にある通信デバイスおよびMMEは、次いで、KASME 508を使用して、これらのセキ
ュリティ鍵の1つまたは複数を生成してもよい。
【００４０】
　LTEパケット交換ネットワークは複数の階層プロトコルレイヤとして構造化されてもよ
く、下位プロトコルレイヤは上位レイヤにサービスを提供し、各レイヤは異なるタスクを
受け持つ。たとえば、図6は、LTEパケット交換ネットワークにおいて動作する通信デバイ
スに実装される場合があるプロトコルスタック600の例を示す。この例では、LTEプロトコ
ルスタック600は、物理(PHY)レイヤ604と、メディアアクセス制御レイヤ606と、無線リン
ク制御(RLC)レイヤ608と、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤ611
と、RRCレイヤ612と、NASレイヤ614と、アプリケーション(APP)レイヤ616とを含む。NAS
レイヤ614の下のレイヤは、しばしばアクセス層(AS)レイヤ602と呼ばれる。
【００４１】
　RLCレイヤ608は、1つまたは複数のチャネル610を含んでもよい。RRCレイヤ612は、接続
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状態とアイドル状態とを含む、UEに関する様々な監視モードを実施してもよい。NASレイ
ヤ614は、通信デバイスのモビリティ管理コンテキスト、パケットデータコンテキストお
よび/またはそのIPアドレスを維持してもよい。プロトコルスタック600中に(たとえば、
図示のレイヤの上、下、および/または中間に)他のレイヤが存在してもよいが、説明のた
めに省略されていることに留意されたい。たとえばRRCレイヤ612および/またはNASレイヤ
614において無線/セッションベアラ613が確立されてもよい。したがって、NASレイヤ614
は、セキュリティ鍵KNAS enc 510およびKNAS-int 512を生成するために通信デバイスおよ
びMMEによって使用されてもよい。同様に、RRCレイヤ612は、セキュリティ鍵KUP-enc 516
、KRRC-enc 518、およびKRRC-int 520を生成するために通信デバイスおよびeNodeBによっ
て使用されてもよい。セキュリティ鍵KUP-enc 516、KRRC-enc 518、およびKRRC-int 520
はRRCレイヤ612において生成される場合があるが、これらの鍵は、シグナリングおよび/
またはユーザ/データ通信をセキュアにするためにPDCPレイヤ611によって使用されてもよ
い。たとえば、鍵KUP-enc 516は、ユーザ/データプレーン(UP)通信をセキュアにするため
にPDCPレイヤ611によって使用されてもよく、一方、鍵KRRC-enc 518およびKRRC-int 520
は、PDCPレイヤ611におけるシグナリング(すなわち、制御)通信をセキュアにするのに使
用されてもよい。
【００４２】
　一例では、これらのセキュリティ鍵(鍵KNAS-enc 510、KNAS-int 512、KUP-enc 516、KR
RC-enc 518、および/またはKRRC-int 520)を確立する前に、通信デバイスへの/からの通
信が、セキュアにされていない共通制御チャネル(CCCH)を介して送信されてもよい(非保
護または非暗号化)。これらのセキュリティ鍵が確立された後に、これらの同じユーザデ
ータおよび/または制御/シグナリング通信が専用制御チャネル(DCCH)を介して送信されて
もよい。
【００４３】
　LTE対応ネットワークにおける接続セットアップ/セッションベアラセットアップ手順の
間、以前のセットアップセッションによって既存のネイティブNASセキュリティコンテキ
ストがすでに存在する場合、AKAおよびNAS SMC手順は省略されてもよい。既存のNASコン
テキストがサービス要求、接続要求、およびTAU要求の時点で再使用されてもよい。TAU要
求は、UEによって周期的に送信されるか、あるいはUEがUEに関連付けられていないトラッ
キングエリアに入ったときに送信されてもよい。トラッキングエリア(またはルーティン
グエリア)は、UEが最初にネットワークを更新しなくても移動することのできるエリアで
あってもよい。
【００４４】
　AS(ユーザプレーンおよびRRC)とNASの両方において暗号化アルゴリズムおよび完全性ア
ルゴリズムに使用されるセキュリティ鍵は、一方の入力として供給される個々のアルゴリ
ズム識別情報を使用して導出されてもよい。NASレベル(たとえば、NASレイヤ614)では、
この鍵は、アクセスノード(eNodeB)によってNAS SMC手順の間にNASセキュリティモードコ
マンドにおいて通信デバイスに供給される。ASレベルでは、使用すべきアルゴリズムは、
無線リソース制御(RRC)セキュリティモードコマンドによって実施される。鍵生成は、HMA
C-SHA-256関数などの鍵導出関数(KDF)によって行われてもよい。NASセキュリティ鍵KNAS-
enc 510および完全性鍵KNAS-int 512ならびにRRCセキュリティ鍵KUP-enc 516、KRRC-enc 
518、および完全性鍵KRRC-int 520を生成する際、鍵導出関数KDFは、セキュリティアクテ
ィブ化交換の間にネットワークによって供給される入力アルゴリズム識別情報を含む数種
類の入力を得る。たとえば、入力アルゴリズム識別情報は、高度暗号化規格(AES)または
「SNOW-3G」のいずれかを識別してもよい。
【００４５】
　いくつかの実装形態では、すべてのセキュリティ鍵(たとえば、NAS暗号化鍵および完全
性鍵ならびにRRC暗号化鍵および完全性鍵)が、ルート/ベース鍵(たとえば、KASME)、1つ
または複数の固定入力、および複数の考えられる入力アルゴリズム識別情報のうちの1つ
を使用する同じ鍵導出関数(KDF)、たとえば、HMAC-SHA-256を使用して生成される(すなわ
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ち、セキュリティ鍵=KDF(ルート/ベース鍵、固定入力、アルゴリズム識別情報))ことに留
意されたい。
【００４６】
AKA手順の一例
　図7は、LTEワイヤレスネットワークにおける認証の一例を示す流れ図700である。UE 70
2は、ネットワーク事業者によって実施されるホームネットワーク706からサービスを取得
するためにサービングネットワーク704を通してネットワークに接続する場合がある。ベ
アラセットアップの間、UE 702は、ホームネットワーク706のHSS 712とセキュアな接続を
確立してもよい。UE 702は、HSS 712を信頼してもよく、一方、サービングネットワーク7
04のeNodeB 708は信頼されない場合がある。UE 702は、NAS接続要求720を国際モバイル加
入者識別情報(IMSI)などの識別情報とともに送信してもよい。MME 710は、NAS接続要求72
0を受信し、要求720を認証情報要求メッセージ722においてHSS 712に転送する。認証情報
要求メッセージ722は、UE 702のIMSIとサービングネットワーク識別子(SN_id)とを含んで
もよい。HSS 712は、認証値(AUTN)と、期待結果値(XRES)と、乱数と、KASMEとを含む認証
情報応答メッセージ724によって応答してもよい。AUTNは、AuCによって生成され、RANDと
ともに、HSS 712をUE 702に対して認証する。MME 710とHSS 712との間のメッセージ722、
724は、リンク740上で伝達され、認証、許可、およびアカウンティングプロトコル(ダイ
アメータ)によって保護される。
【００４７】
　MME 710は、NAS認証要求726をUE 702に送信し、UE 702は、NAS認証応答メッセージ728
によって応答する。NAS認証要求726は、AUTNと、RANDと、鍵セット識別子(KSIASME)とを
含む。MME 710は、非アクセス層(NAS)セキュリティモード設定(NAS SMC)メッセージ730を
UE 702に送信してもよい。UE 702は次いで、MME 710に「NASセキュリティモード完了」メ
ッセージ732を送信し、MME 710は、eNodeB 708に「S1AP初期コンテキストセットアップ」
メッセージ734をシグナリングする。eNodeB 708は次いで、UE 702にRRC非アクセス層(NAS
)セキュリティモード設定(RRC SMC)メッセージ736を送信してもよく、UE 702は、準備が
できたときにRRCセキュリティモード完了メッセージ738によって応答する。
【００４８】
　いくつかのネットワーク実装形態では、サービングネットワーク704は、認証が遂行さ
れた後にある期間にわたって信頼される。一例では、サービングネットワーク704は、認
証後、HSS 712との別の認証プロセス(AKA)が実行されるまで信頼されてもよい。確立され
た信頼が存続する持続時間は、ネットワーク事業者によって決定されてもよい。ネットワ
ーク事業者は、信頼期間を数時間、数日、または数週間に設定してもよい。
【００４９】
進化するネットワーク技術におけるセキュリティ問題の例
　4G、5G、およびその他のネットワーキング技術が開発されたことに起因して、いくつか
のネットワーク機能がネットワークエッジに押しやられる場合がある。いくつかの例では
、1つまたは複数のネットワーク機能の再配置によって、セルラーコアネットワークに対
する信頼が低下するかまたは無効になることがある。
【００５０】
　一例では、フェムトセルまたはホームeNodeB(HeNB)が、ブロードバンド接続によって局
所化されたワイヤレスサービスを実現するように利用される場合がある。フェムトセルは
、一般に家庭環境またはスモールビジネス環境において使用されるように設計された小形
低電力セルラー基地局として特徴付けられる場合がある。フェムトセルは、一般にワイド
エリアネットワークまたは接続を通してネットワーク事業者のネットワークに接続する限
られた範囲および/または限られた数の接続されたアクティブなUEを有する任意の小形セ
ルであってもよい。フェムトセルは、WCDMA(登録商標)ネットワーク、GSM(登録商標)ネッ
トワーク、CDMA2000ネットワーク、TD-SCDMAネットワーク、WiMAXネットワーク、およびL
TEネットワークを含む1つまたは複数のネットワークにおいて動作可能であってもよい。
より新しい技術を利用し、ならびに/あるいはフェムトセルを使用すると、より攻撃を受
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けやすい保護および/または分離の点で劣る位置においてネットワーク機能が取り扱われ
る場合がある。これらの理由およびその他の理由で、スモールセルまたはリレーノードに
よって実現されるセキュリティのレベルは、マクロセルによって実現されるセキュリティ
に対して著しく低下する場合がある。スモールセルの利用の増大、およびネットワーク内
の複数のホップに対するサポートへの中継を予期することができる。
【００５１】
　別の例では、いくつかのより新しい技術におけるネットワーク機能が共有システムに配
置され、ならびに/あるいはクラウド環境に設けられる場合がある。そのようなシステム
および環境では、ネットワーキング機能およびコンピューティング機能が仮想化される場
合があり、しばしば第三者機関プロバイダによって管理される。ネットワーク事業者は、
クラウドへのアクセスパスをセキュアにすることができる場合があるが、クラウド内部の
セキュリティを保証することはできない。場合によっては、仮想(クラウド)環境の内部セ
キュリティと仮想化されたシステム性能とのトレードオフが生じる。場合によっては、ネ
ットワーク事業者は、UE同士を接続するのに使用されるネットワーク機器を所有する必要
がなく、ならびに/あるいはネットワークにおけるネットワーク機器の様々な構成要素が
それぞれに異なる事業者によって所有されてもよい。事業者間の分離が低下する場合があ
り、一部のネットワーク事業者が他のネットワーク事業者の証明書により容易にアクセス
できるようになる場合がある。たとえば、両方のネットワーク事業者が共通のeNodeBまた
はMMEを共有するときに第1のネットワーク事業者の証明書が第2のネットワーク事業者に
よってより容易に悪用される場合がある。
【００５２】
　ある種のセキュリティ仮定が無効化されるとネットワークが非セキュアであると示され
る場合がある。4G AKAでは、たとえば、HSSは信頼されるネットワークエンティティであ
り、HSSは信頼のルートであってもよい。UEとサービングネットワークとの相互認証は、H
SSとサービングネットワークとの間のセキュリティに応じて行われてもよい。HSSは、UE
の代わりにサービングネットワークを認証し、UEの認証証明書をセキュアなチャネルを通
してサービングネットワークに供給する。
【００５３】
　図8は、UE 802がホームネットワーク812からサービスを取得するためにサービングネッ
トワーク804に接続するネットワーク環境を示す簡略ブロック図800である。図示の例では
、UE 802は、サービングネットワーク804の一部として動作させられるE-UTRANに設けられ
たeNodeB 808を通してMME 810とのワイヤレス接続814を確立してもよい。MME 810は、リ
ンク818を通してホームネットワーク812のHSS 806に接続される。
【００５４】
　サービングネットワークのeNodeB 808および/またはMME 810は、ネットワークハードウ
ェアの共用、ネットワーク機能のネットワークエッジへの再配置、および/またはeNodeB 
808および/またはMME 810の公共の場所または場合によってはセキュアでない物理位置へ
の配置に起因して損害を受ける場合がある。
【００５５】
　図9は、サービングネットワーク804のある種の脆弱性を示す簡略ブロック図900である
。攻撃者902がセッション証明書を取得するためにある種のプロトコル脆弱性および/また
はソフトウェア脆弱性を利用する場合がある。攻撃者902は、セッション証明書を使用し
て(通信リンク904を通して)妥当な事業者のサービングネットワーク804になりすまし、攻
撃者902によって損害を与えられた事業者ネットワーク804との接続を確立することを試み
るUE 802から情報を取り込むことのできる機能を含んでもよい。
【００５６】
　一例では、攻撃者902が他の点では正常なセキュリティプロトコルにおける実装上の欠
陥を利用するときにハードブリードアタックと特徴付けられる場合がある。攻撃者902は
、MME 810に送信される認証ベクトル(AV)908および/またはeNodeB 808によって使用、維
持、または生成される暗号化鍵(KeNB)906などの証明書を取得するためにネットワーク機
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器またはネットワーク機能のコロケーションを利用する場合がある。証明書は、eNodeB 8
08、MME 810から取得され、ならびに/あるいは共有ネットワーク機器または機能を実現す
るコロケートされたハードウェアに利用可能な相互接続部814、816の部分から取得されて
もよい。
【００５７】
　セッション証明書は、まれにHSS 806から取り出され、時間、日単位で測定可能である
場合がある期間にわたって有効であってもよい。証明書をインターセプトした攻撃者902
は、HSS 806との次の認証手順が実行されるまでサービングネットワーク804になりすます
ことができる。
【００５８】
　一例では、攻撃者902はAKA手順の後に証明書をインターセプトしてもよい。攻撃者902
は、妥当なネットワーク事業者によって実現されるサービングネットワーク804になりす
ますことができる不正なパブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)である場合がある
。UE 802に関連するIMSI、鍵906、およびUE 802による接続の確立またはUE 802に代わる
接続の確立に関係する認証ベクトル908などの他の証明書を含む情報を取り込むために、e
NodeB 808、MME 810、および/または相互接続部814, 816の脆弱性が、攻撃者によって監
視される場合がある。場合によっては、攻撃者902におけるMMEが妥当なサービングネット
ワーク804におけるMME 810になりすまし、インターセプトされたIMSI、認証ベクトル908
および鍵906を使用してUE 802との通信リンク904を確立することがある。その場合、攻撃
者902のネットワークエンティティが、UE 802に関する情報にアクセスする場合があり、U
E 802から発信される通信を監視する場合がある。
【００５９】
サービングネットワークの強化された認証
　本明細書において開示するいくつかの態様によれば、ネットワークのセキュリティは、
ネットワーク接続が確立されている間サービングネットワーク804を認証することによっ
て強化されてもよい。UE 802は、サービングネットワーク804をできるだけ完全にかつ必
要に応じて認証するように適合または構成されてもよい。すなわち、UE 802は、サービン
グネットワークとの接続がアクティブであり、事前の認証に基づいてサービングネットワ
ークを信頼することができるときに不要な認証手順を回避するように構成されてもよい。
【００６０】
　サービングネットワークを認証し、UE 802に関する認証ベクトルなどのセッション秘密
の取得に基づく攻撃を回避するために、UE 802において信頼できるネットワークのリスト
が維持される場合があり、この場合、リストは、信頼できるネットワークに対応する公開
鍵または共有鍵、証明書、および/またはその他の証明情報を識別する。一例では、UE 80
2には、信頼できるPLMNのリストおよび対応する公開鍵証明書がプロビジョニングされて
もよい。eNodeB 808およびMME 810には、そのそれぞれの事業者によって署名された公開
鍵証明書がプロビジョニングされてもよく、この場合の事業者は、同じ事業者であっても
よく、サービングネットワーク804の事業者を含んでもよい。eNodeB 808およびMME 810を
含むネットワーク機能によって使用される公開鍵に対応する秘密鍵は、セキュアなストレ
ージまたはTrEなどのセキュアな実行環境に維持され、攻撃者は一般に、TrEに保持された
秘密鍵を取得することはできない。
【００６１】
　図10、図11、および図12は、公開鍵に基づく手法を使用するサービングネットワーク80
4を認証するためのオンデマンドプロセスの例を示すメッセージ流れ図1000、1100、1200
である。事業者署名付き公開鍵は、サービングネットワーク804を認証するのに使用され
る。サービングネットワーク804には、ベリサインまたはインターネット番号割当て機関(
IANA)などの信頼できる第三者機関(TTP)によって署名された証明書がプロビジョニングさ
れてもよい。場合によっては、サービングネットワーク804は、信頼できる認証局(CA)の
リストにおけるUE 802のホームネットワーク812によって与えられる自己署名証明書を用
いてもよい。信頼できるCAのリストは、事業者およびその対応する公開鍵を含んでもよい
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。信頼できるCAおよび公開鍵または証明書のリストは、セキュアなチャネルを通してロー
ミングパートナーに配布されてもよい。
【００６２】
　MME 810およびeNodeB 808を含むネットワーク機能は、事業者署名付き証明書を使用し
てサービングネットワーク804のメンバーシップを証明してもよい。ネットワーク機能に
関して発行された公開鍵に対応する秘密鍵を有さない攻撃者はそれ自体をUE 802に対して
認証することができない。
【００６３】
　本明細書において開示するいくつかの態様によれば、サービングネットワーク804のオ
ンデマンド認証を有効化するために、UE 802によって開始されるシグナリングおよび/ま
たはメッセージが活用されてもよい。ベースラインオーバーヘッドが回避される場合があ
り、そのようなシグナリングに対するサービングネットワーク804の「ピギーバッキング
」認証によってアイドル状態オーバーヘッドが解消される場合がある。
【００６４】
　eNodeB 808を認証するためにRRCメッセージが使用されてもよい。そのようなRRCメッセ
ージの例には、RRC接続要求およびRRC接続再確立要求が含まれる。UE 802は、eNodeB 808
と交換される接続メッセージに署名することを要求する場合がある。場合によっては、UE
 802は、eNodeB 808の公開鍵を要求してもよい。
【００６５】
　MME 810を認証するためにTAUメッセージまたはサービス要求メッセージが使用されても
よい。一例では、UE 802が、MME 810と交換されるTAUメッセージまたはサービス要求受付
メッセージに署名することを要求する場合がある。場合によっては、UE 802は、MME 810
の公開鍵を要求してもよい。
【００６６】
　図10は、eNodeB 808を介したサービングネットワーク804のオンデマンド認証にRRCメッ
セージ1004を使用する第1の例を示すメッセージ流れ図1000である。UE 802はAKA手順1002
を開始してもよい。AKA手順1002が首尾よく完了すると、UE 802は、RRCメッセージ1004を
使用してサービングネットワーク804を認証してもよい。RRC接続要求(または接続確立要
求)1010が認証の一部として用いられてもよい。一例では、アイドルモードからの遷移の
間にeNodeB 808にRRC接続要求1010が送信されてもよい。UE 802がアイドルモードに入る
と、eNodeB 808は、電力節約を目的としてUE 802のセキュリティコンテキストを中断して
もよい。いくつかの態様によれば、UE 802は、追加のフィールドを含むRRC接続要求1010
を送信してもよい。追加のフィールドには、ナンスとeNodeB 808のシグネチャを求める要
求とを含めてもよい。場合によっては、追加のフィールドに、eNodeB 808の公開鍵を求め
る要求を含めてもよい。ナンスは、以前の通信を応答アタックにおいて再使用できないよ
うにするのに使用される任意の数、乱数、または擬似乱数であってもよい。eNodeB 808は
、その秘密鍵を使用して署名されたRRC接続セットアップ応答1012を送信してもよく、eNo
deB 808の真正性が検証されたときに、UE 802はRRC接続セットアップ完了1014をシグナリ
ングしてもよい。
【００６７】
　図11は、eNodeB 808を介したサービングネットワーク804のオンデマンド認証にRRCメッ
セージ1104を使用する第2の例を示すメッセージ流れ図1100である。UE 802はAKA手順1102
を開始してもよい。AKA手順1102が首尾よく完了すると、UE 802は、RRCメッセージ1104を
使用してサービングネットワーク804を認証してもよい。たとえば、接続失敗復元時に、R
RC接続再確立要求1110が用いられてもよい。いくつかの態様によれば、UE 802は、追加の
フィールドを含むRRC接続再確立要求1110を送信してもよい。追加のフィールドには、ナ
ンスとeNodeB 808のシグネチャを求める要求とを含めてもよい。場合によっては、追加の
フィールドに、eNodeB 808の公開鍵を求める要求を含めてもよい。eNodeB 808は、その秘
密鍵を使用して署名された接続再確立応答1112を送信してもよく、eNodeB 808の真正性が
検証されたときに、UE 802はRRC接続セットアップ完了1114をシグナリングしてもよい。
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図11のメッセージ流れ図1100の例によって示されるプロセスは、失敗復元手順時に証明情
報をインターセプトするために切断を生じさせる攻撃を防止する場合がある。
【００６８】
　UE 802は、送信すべきデータまたは受信すべきデータがあるとき、あるいは別のネット
ワーク機能へのハンドオーバの前または後に、必要に応じてRRCメッセージを使用してサ
ービングネットワーク804を認証してもよい。RRC接続要求、RRC確立要求、および/または
RRC再確立要求はUE 802によって開始され、そのような要求はeNodeB 808からの応答を要
求する。場合によっては、UE 802は、サービングネットワーク804を連続的に認証するこ
とが不要であると判定してもよい。たとえば、UE 802がアイドル状態であり、ハンドオー
バが示されていないときは、認証を実行する必要はない。シグネチャがオンデマンドで与
えられるとき、ベースラインプロトコルに関連するオーバーヘッドを最小限に抑えること
ができる。eNodeB 808は一般に、要求時にのみネットワーク機能証明書を供給する。
【００６９】
　図12は、MME 810を介したサービングネットワークのオンデマンド認証にTAUメッセージ
1204を使用する第1の例を示すメッセージ流れ図1200である。UE 802はAKA手順1202を開始
してもよい。AKA手順1202が首尾よく完了すると、UE 802は、TAUメッセージを使用してサ
ービングネットワーク804を認証してもよい。TAU要求1210は、たとえば、周期的登録時ま
たはハンドオーバ後に用いられてもよい。いくつかの態様によれば、UE 802は、ナンス、
およびMME 810のシグネチャを求める要求を含む場合がある追加のフィールドを有するTAU
要求1210を送信してもよい。場合によっては、追加のフィールドに、MME 810の公開鍵を
求める要求を含めてもよい。MME 810は、その秘密鍵を使用して署名された応答1212を送
信してもよく、MME 810の真正性が検証されたときに、UE 802はRRC接続セットアップ完了
1214をシグナリングしてもよい。
【００７０】
　図13、図14、および図15は、攻撃者が、NAS鍵およびAS鍵などのセッション秘密を取得
するためにシステム脆弱性またはプロトコル脆弱性を狙い利用する場合がある攻撃を妨害
するための共有鍵ベースの手法を使用してサービングネットワーク804を認証するための
オンデマンドプロセスの例を示すメッセージ流れ図1300、1400、1500である。eNodeB 808
およびMME 810などのネットワーク機能には、信頼できる実行環境がプロビジョニングさ
れてもよく、この環境は、ネットワーク機能用の鍵導出鍵を維持するのに使用されてもよ
い。攻撃者は一般に、信頼できる実行環境に格納された鍵を取得することはできない。一
例では、MME 810用の信頼できる実行環境に格納される鍵導出鍵はKASME鍵であり、eNodeB
 808用の信頼できる実行環境に格納される鍵導出鍵はKeNB鍵である。鍵導出鍵が暗号化お
よび完全性保護に直接使用されることはなく、これらの鍵は一般に、暗号化および完全性
保護に使用することのできる鍵を生成するのに使用される。ネットワーク機能は、そのそ
れぞれの鍵導出鍵を使用してサービングネットワーク804に対する各機能のメンバーシッ
プを証明してもよい。信頼できる実行環境に格納された鍵導出鍵にアクセスできない攻撃
者は、なりすましているメンバーシップをサービングネットワーク804に対して証明する
ことができない。
【００７１】
　共有鍵を使用してサービングネットワーク804を認証するための特定のオンデマンドプ
ロセスは、UE 802によって開始されるメッセージを利用する場合がある。認証プロセスは
、ベースラインプロトコルオーバーヘッドを制限し、場合によってはアイドル状態オーバ
ーヘッドをなくすためにオンデマンドプロセスとして実施されてもよい。
【００７２】
　eNodeB 808を認証するためにRRCメッセージが使用されてもよい。そのようなRRCメッセ
ージの例には、RRC接続要求およびRRC接続再確立要求が含まれる。UE 802は、eNodeB 808
と交換される接続メッセージに署名することを要求する場合がある。場合によっては、eN
odeB 808は、RRC接続セットアップメッセージが送信されたときにKeNBを有していない場
合がある。したがって、シグネチャまたはメッセージ認証コード(MAC)がセキュリティモ
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ード制御手順の後にUE 802に送信される。MACコードは、ハッシュ関数などを使用して生
成される情報を含んでもよく、メッセージを認証し、ならびに/あるいはメッセージの完
全性を保証してもよい。
【００７３】
　MME 810を認証するためにTAUメッセージが使用されてもよい。一例では、UE 802が、MM
E 810と交換されるTAU受付メッセージに署名することを要求する場合がある。
【００７４】
　図13は、eNodeB 808を介したサービングネットワーク804のオンデマンド認証にRRCメッ
セージを使用する第3の例を示すメッセージ流れ図1300である。UE 802はAKA手順1302を開
始してもよい。AKA手順1302が首尾よく完了すると、UE 802は、RRCメッセージ1304を使用
してサービングネットワーク804を認証してもよい。たとえば、アイドルモードからの遷
移時に、RRC接続要求1310が用いられてもよい。いくつかの態様によれば、UE 802は、追
加のフィールドを含むRRC接続要求1310を送信してもよい。追加のフィールドには、ナン
スおよびシグネチャ要求を含めてもよい。eNodeB 808は、KeNBを使用してその応答1312に
署名し、eNodeB 808の真正性が検証されたときに、UE 802は、RRC接続セットアップ完了1
314をシグナリングすることによって手順の完了について肯定応答してもよい。
【００７５】
　図14は、eNodeB 808を介したサービングネットワーク804のオンデマンド認証にRRCメッ
セージ1404を使用する第4の例を示すメッセージ流れ図1400である。UE 802は、AKA手順14
02を開始してもよく、AKA手順1402が首尾よく完了すると、RRCメッセージ1404を使用して
サービングネットワーク804を認証してもよい。たとえば、接続失敗復元時に、RRC接続再
確立要求1410が用いられてもよい。いくつかの態様によれば、UE 802は、追加のフィール
ドを含むRRC接続再確立要求1410を送信してもよい。追加のフィールドには、ナンスおよ
びシグネチャ要求を含めてもよい。eNodeB 808は、KeNBを使用して署名された応答1412を
送信してもよく、eNodeB 808の真正性が検証されたときに、UE 802はRRC接続セットアッ
プ完了1414をシグナリングしてもよい。
【００７６】
　UE 802は、必要に応じて、送信すべきデータまたは受信すべきデータがあるとき、ある
いは別のネットワーク機能へのハンドオーバの前または後に、RRCメッセージを使用して
サービングネットワーク804を認証してもよい。RRC接続再確立要求、RRC確立要求、およ
び/またはRRC再確立要求はUE 802によって開始され、そのような要求はeNodeB 808からの
応答を要求する。場合によっては、UE 802は、サービングネットワーク804を連続的に認
証することが不要であると判定してもよい。たとえば、UE 802がアイドル状態であり、ハ
ンドオーバが示されていないときは、認証を実行する必要はない。シグネチャがオンデマ
ンドで与えられるとき、ベースラインプロトコルに関連するオーバーヘッドを最小限に抑
えることができる。eNodeB 808は一般に、要求時にのみネットワーク機能証明書を供給す
る。
【００７７】
　図15は、MME 810を介したサービングネットワークのオンデマンド認証にTAUメッセージ
1504を使用する第2の例を示すメッセージ流れ図1500である。UE 802はAKA手順1502を開始
してもよい。AKA手順1502が首尾よく完了すると、UE 802は、TAUメッセージ1504を使用し
てサービングネットワーク804を認証してもよい。TAU要求1510は、たとえば、周期的登録
時またはハンドオーバ後に用いられてもよい。いくつかの態様によれば、UE 802は、ナン
スおよびシグネチャ要求を含む場合がある追加のフィールドを有するTAU要求1510を送信
してもよい。MME 810は、KASME鍵を使用して署名された応答1512を送信してもよく、MME 
810の真正性が検証されたときに、UE 802はRRC接続セットアップ完了1514をシグナリング
してもよい。
【００７８】
物理的にアクセス可能なネットワーク機能に関係するセキュリティ問題
　図16は、攻撃者1602がサービングネットワーク804の特定のネットワーク機能(たとえば
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、eNodeB 808および/またはMME 810)を実現するネットワーク機器に物理的にアクセスす
るときに生じる場合があるサービングネットワーク804の特定の脆弱性を示す簡略ブロッ
ク図1600である。この攻撃形態では、攻撃者1602は、永久鍵1606、1608ならびにセッショ
ン証明情報を含む永久証明情報にアクセスする場合がある。たとえば、攻撃者1602は、ネ
ットワーク機器の秘密鍵などの永久鍵1606および/または1608ならびに/あるいはeNodeB 8
08またはMME 810などのネットワーク機能にアクセスする場合がある。秘密鍵は、メッセ
ージに署名するのに使用されてもよい。この攻撃形態では、攻撃者1602は、UE 802との通
信1604に対して持続的にサービングネットワーク804になりすますとともに、HSS 806との
通信1610に対して持続的にサービングネットワーク804になりすますことができる。
【００７９】
　ネットワーク機器に物理的にアクセスする攻撃者1602は、ネットワーク機能に関連する
ネットワーク機器に損害を与えることによってネットワーク機能に関して発行されたすべ
ての証明情報を取得することが可能である場合がある。ネットワーク機能は、UE 802に関
する認証ベクトルおよび/またはネットワーク事業者によって署名された証明書の秘密鍵
などの証明情報を維持または供給するか、あるいはそのような証明情報に関連付けられて
もよい。
【００８０】
　図17を参照する。ネットワーク事業者がネットワーク機能(たとえば、eNodeB 1708およ
び/またはMME 1710)に公開鍵証明書をプロビジョニングし、証明書オブザーバトリ(CertO
b)1714のサービスを用いるとき、ネットワークのセキュリティが強化される場合がある。
CertOb 1714は、損害を与えることができない信頼できる第三者機関によって動作させら
れてもよい。CertOb 1714は、事業者によって発行されたネットワーク機能証明書の完全
性を証明するのに使用されてもよい。CertOb 1714は、IPアドレスおよび/またはユニバー
サルリソースロケータ(URL)を含む証明書オブザーバトリの識別子を使用して識別および/
またはアクセスされてもよい。サービングネットワークは、公開鍵ベースの認証プロセス
を使用して認証されてもよく、ネットワーク機能(たとえば、eNodeB 1708またはMME 1710
)の証明書ステータスが検証されてもよい。
【００８１】
　証明書サーバ関数(CSF)1712は、ネットワーク機能証明書を管理し、ネットワーク機能
証明書を要求時にUE 1702に供給する。CSF 1712は、証明書ステータス変更をCertOb 1714
に報告する。ステータス変更には発行イベント、失効イベントなどを含めてもよい。Cert
Ob 1714は、事業者の証明書完全性情報を記憶し、情報をHSS 1706およびUE 1702に供給す
る。証明書完全性情報は、サービングネットワーク1704に関するすべての現在の証明書の
ハッシュとして供給されてもよい。一例では、ハッシュは、事業者ネットワークに対応す
る複数の領域に関連する証明書の効率的でセキュアな検証を可能にするMerkelハッシュツ
リーとして与えられてもよい。
【００８２】
　UE 1702は、サービングネットワークによって供給される証明書完全性情報の第1のコピ
ーをUE 1702においてCertOb 1714から受信した証明書完全性情報の第2のコピーと比較す
ることによって、最初に証明書の妥当性を検査してもよい。証明書完全性情報の第1のコ
ピーと第2のコピーが一致しない場合、UE 1702は、UE 1702がアクティブに通信している
ネットワーク機能を認証するために、CSF 1712にサービングネットワーク1704に関する1
つまたは複数の証明書を供給するよう要求してもよい。
【００８３】
　図18、図19、および図20は、サービングネットワーク1704を認証するために使用される
事業者署名付き公開鍵に基づく手法を使用するサービングネットワーク1704を認証するた
めのオンデマンドプロセスの例を示すメッセージ流れ図1800、1900、2000である。サービ
ングネットワーク1704には、ベリサインまたはインターネット番号割当て機関(IANA)など
の信頼できる第三者機関(TTP)によって署名された証明書がプロビジョニングされてもよ
い。場合によっては、サービングネットワーク1704は、信頼できる認証局(CA)のリストに
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おけるUE 1702にホームネットワークによって供給される自己署名証明書を用いてもよい
。信頼できるCAのリストは、事業者およびその対応する公開鍵を含んでもよい。CAリスト
および公開鍵または証明書のリストは、セキュアなチャネルを通してローミングパートナ
ーに配布されてもよい。
【００８４】
　図18は、eNodeB 1708を介したサービングネットワーク1704のオンデマンド認証にRRCメ
ッセージ1804を使用する第5の例を示すメッセージ流れ図1800である。UE 1702はAKA手順1
802を開始してもよい。UE 1702は、AKA手順1802の間または後にHSS 1706からサービング
ネットワーク1704の証明書完全性情報を受信してもよい。AKA手順1802が首尾よく完了す
ると、UE 1702は、RRCメッセージ1804を使用してサービングネットワーク1704を認証して
もよい。たとえば、アイドルモードからの遷移時に、RRC接続要求1810が用いられてもよ
い。UE 1702がアイドルモードに入ると、eNodeB 1708は、電力節約を目的としてUE 1702
のセキュリティコンテキストを中断してもよい。いくつかの態様によれば、UE 1702は、
追加のフィールドを含むRRC接続要求1810を送信してもよい。追加のフィールドには、ナ
ンスとeNodeB 1708のシグネチャを求める要求とを含めてもよい。場合によっては、追加
のフィールドに、eNodeB 1708の公開鍵を求める要求を含めてもよい。ナンスは、以前の
通信を応答アタックにおいて再使用できないようにするのに使用される任意の数、乱数、
または擬似乱数であってもよい。eNodeB 1708は、その秘密鍵を使用して署名された応答1
812を送信してもよく、eNodeB 1708の真正性が検証されたときに、UE 1702はRRC接続セッ
トアップ完了1814をシグナリングしてもよい。
【００８５】
　UE 1702は、CertOb 1714からサービングネットワーク1704の現在の証明書完全性情報を
取り出してもよい(1806)。UE 1702は次いで、現在の証明書完全性情報がHSS 1706によっ
て供給される現在の証明書完全性情報と同じであることを検証してもよい。サービングネ
ットワークの現在の証明書完全性情報が、初期接続時にHSS 1706によって供給される現在
の証明書完全性情報と異なる場合、UE 1702は、たとえばCSF 1712に問い合わせる(1808)
ことによってeNodeB 1708のネットワーク機能証明書を検証する。
【００８６】
　図19は、eNodeB 1708を介したサービングネットワーク1704のオンデマンド認証にRRCメ
ッセージ1904を使用する第6の例を示すメッセージ流れ図1900である。UE 1702はAKA手順1
902を開始してもよい。UE 1702は、AKA手順1802の間または後にHSS 1706からサービング
ネットワーク1704の証明書完全性情報を受信してもよい。AKA手順1902が首尾よく完了す
ると、UE 1702は、RRCメッセージ1904を使用してサービングネットワーク1704を認証して
もよい。たとえば、接続失敗復元時に、RRC接続再確立要求1910が用いられてもよい。い
くつかの態様によれば、UE 1702は、追加のフィールドを含むRRC接続再確立要求1910を送
信してもよい。追加のフィールドには、ナンスとeNodeB 1708のシグネチャを求める要求
とを含めてもよい。場合によっては、追加のフィールドに、eNodeB 1708の公開鍵を求め
る要求を含めてもよい。eNodeB 1708は、その秘密鍵を使用して署名された応答1912を送
信してもよく、eNodeB 1708の真正性が検証されたときに、UE 1702はRRC接続セットアッ
プ完了1914をシグナリングしてもよい。
【００８７】
　UE 1702は、CertOb 1714からサービングネットワーク1704の現在の証明書完全性情報を
取り出してもよい(1906)。UE 1702は次いで、現在の証明書完全性情報がHSS 1706によっ
て供給される現在の証明書完全性情報と同じであることを検証してもよい。サービングネ
ットワークの現在の証明書完全性情報が、初期接続時にHSS 1706によって供給される現在
の証明書完全性情報と異なる場合、UE 1702は、たとえばCSF 1712に問い合わせる(1908)
ことによってeNodeB 1708のネットワーク機能証明書を検証する。
【００８８】
　UE 1702は、必要に応じて、送信すべきデータまたは受信すべきデータがあるとき、あ
るいは別のネットワーク機能へのハンドオーバの前または後に、RRCメッセージを使用し
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てサービングネットワーク1704を認証してもよい。RRC接続/再確立要求はUE 1702によっ
て開始され、そのような要求はeNodeB 1708からの応答を要求する。場合によっては、UE 
1702は、サービングネットワーク1704を連続的に認証することが不要であると判定しても
よい。たとえば、UE 1702がアイドル状態であり、ハンドオーバが示されていないときは
、認証を実行する必要はない。シグネチャがオンデマンドで与えられるとき、ベースライ
ンプロトコルに関連するオーバーヘッドを最小限に抑えることができる。eNodeB 1708は
一般に、要求時にのみネットワーク機能証明書を供給する。
【００８９】
　図20は、MME 1710を介したサービングネットワークのオンデマンド認証にTAUメッセー
ジ2004を使用する第3の例を示すメッセージ流れ図2000である。UE 1702はAKA手順2002を
開始してもよい。UE 1702は、AKA手順2002の間または後にHSS 1706からサービングネット
ワーク1704の証明書完全性情報を受信してもよい。AKA手順2002が首尾よく完了すると、U
E 1702は、TAUメッセージを使用してサービングネットワーク1704を認証してもよい。TAU
要求1210は、たとえば、周期的登録時またはハンドオーバ後に用いられてもよい。いくつ
かの態様によれば、UE 1702は、ナンス、およびMME 1710のシグネチャを求める要求を含
む場合がある追加のフィールドを有するTAU要求2010を送信してもよい。場合によっては
、追加のフィールドに、MME 1710の公開鍵を求める要求を含めてもよい。MME 1710は、そ
の秘密鍵を使用して署名された応答2012を送信してもよく、MME 1710の真正性が検証され
たときに、UE 1702はRRC接続セットアップ完了2014をシグナリングしてもよい。
【００９０】
　UE 1702は、CertOb 1714からサービングネットワーク1704の現在の証明書完全性情報を
取り出してもよい(2006)。UE 1702は次いで、現在の証明書完全性情報がHSS 1706によっ
て供給される現在の証明書完全性情報と同じであることを検証してもよい。サービングネ
ットワークの現在の証明書完全性情報が、初期接続時にHSS 1706によって供給される現在
の証明書完全性情報と異なる場合、UE 1702は、たとえばCSF 1712に問い合わせる(2008)
ことによってMME 1710のネットワーク機能証明書を検証する。
【００９１】
いくつかの態様のさらなる説明
　図21は、本明細書において開示する1つまたは複数の機能を実行するように構成される
場合がある処理回路2102を用いる装置のためのハードウェア実装形態の簡略化された例を
示す概念図2100である。本開示の様々な態様によると、本明細書で開示するような要素、
または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、処理回路2102を使用して実装さ
れてもよい。処理回路2102は、ハードウェアモジュールとソフトウェアモジュールの何ら
かの組合せによって制御される1つまたは複数のプロセッサ2104を含む場合がある。プロ
セッサ2104の例には、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセ
ッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイ
ス(PLD)、ステートマシン、シーケンサ、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本
開示全体にわたって記載された様々な機能を実施するように構成された他の適切なハード
ウェアが含まれる。1つまたは複数のプロセッサ2104は、特定の機能を実施し、ソフトウ
ェアモジュール2116のうちの1つによって構成され、増強され、または制御されてもよい
専用プロセッサを含んでもよい。1つまたは複数のプロセッサ2104は、初期化中にロード
されたソフトウェアモジュール2116の組合せを介して構成され、動作中に1つまたは複数
のソフトウェアモジュール2116のローディングまたはアンローディングによってさらに構
成されてもよい。
【００９２】
　図示の例では、処理回路2102は、バス2110によって概略的に表されるバスアーキテクチ
ャを用いて実装されてもよい。バス2110は、処理回路2102の特定の適用例および全体的な
設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含んでもよい。バス2110は
、1つまたは複数のプロセッサ2104および記憶装置2106を含む様々な回路を互いにリンク
する。ストレージ2106は、メモリデバイスおよび大容量ストレージデバイスを含んでもよ
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く、本明細書ではコンピュータ可読媒体および/またはプロセッサ可読媒体と呼ばれる場
合がある。バス2110は、タイミングソース、タイマー、周辺機器、電圧調整器、および電
力管理回路などの様々な他の回路をリンクさせてもよい。バスインターフェース2108は、
バス2110と1つまたは複数のトランシーバ2112との間のインターフェースを実現してもよ
い。トランシーバ2112は、処理回路によってサポートされるネットワーキング技術ごとに
設けられてもよい。場合によっては、複数のネットワーキング技術が、トランシーバ2112
内に設けられる回路または処理モジュールの一部または全部を共有してもよい。各トラン
シーバ2112は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を構成する。装置
の性質に応じて、ユーザインターフェース2118(たとえば、キーパッド、ディスプレイ、
スピーカ、マイクロフォン、ジョイスティック)が設けられてもよく、直接またはバスイ
ンターフェース2108を通じてバス2110に通信可能に結合されてもよい。
【００９３】
　プロセッサ2104は、バス2110を管理することと、ストレージ2106を含む場合があるコン
ピュータ可読媒体内に記憶されたソフトウェアの実行を含む場合がある一般的な処理とを
担ってもよい。この点で、プロセッサ2104を含む処理回路2102は、本明細書において開示
する方法、機能および技法のうちのいずれかを実装するために使用されてもよい。ストレ
ージ2106は、ソフトウェアを実行するとき、プロセッサ2104によって処理されるデータを
記憶するために使用されてよく、ソフトウェアは、本明細書で開示する方法のうちの任意
の1つを実施するように構成されてよい。
【００９４】
　処理回路2102の中の1つまたは複数のプロセッサ2104は、ソフトウェアを実行してもよ
い。ソフトウェアは、コンピュータ可読の形でストレージ2106中または外部コンピュータ
可読媒体中に存在してもよい。外部コンピュータ可読媒体および/またはストレージ2106
は、非一時的コンピュータ可読媒体を含んでもよい。非一時的コンピュータ可読媒体は、
例として、磁気ストレージデバイス(たとえば、ハードディスク、フロッピー(登録商標)
ディスク、磁気ストリップ)、光ディスク(たとえば、CDまたはDVD)、スマートカード、フ
ラッシュメモリデバイス(たとえば、「フラッシュドライブ」、カード、スティック、ま
たはキードライブ)、RAM、ROM、PROM、EPROM、EEPROM、レジスタ、リムーバブルディスク
、ならびに、コンピュータがアクセスし読み取ることができるソフトウェアおよび/また
は命令を記憶するための任意の他の適切な媒体を含む。コンピュータ可読媒体および/ま
たはストレージ2106は、例として、搬送波、伝送路、ならびに、コンピュータがアクセス
し読み取ることができるソフトウェアおよび/または命令を送信するための任意の他の適
切な媒体も含んでもよい。コンピュータ可読可読媒体および/またはストレージ2106は、
処理回路2102中に存在するか、プロセッサ2104中に存在するか、処理回路2102の外部に存
在するか、または処理回路2102を含む複数のエンティティにわたって分散されてもよい。
コンピュータ可読媒体および/またはストレージ2106は、コンピュータプログラム製品に
おいて具現化されてもよい。例として、コンピュータプログラム製品は、パッケージング
材料の中のコンピュータ可読媒体を含んでよい。特定の適用例および全体的なシステムに
課された全体的な設計制約に応じて、本開示全体にわたって提示される前述の機能がどの
ようにすれば最も適切に実装されるかを、当業者は認識するだろう。
【００９５】
　ストレージ2106は、本明細書でソフトウェアモジュール2116と呼ばれる場合がある、ロ
ード可能なコードセグメント、モジュール、アプリケーション、プログラムなどにおいて
維持かつ/または構成されるソフトウェアを維持してもよい。ソフトウェアモジュール211
6の各々は、処理回路2102にインストールまたはロードされ、1つまたは複数のプロセッサ
2104によって実行されるとき、1つまたは複数のプロセッサ2104の動作を制御するランタ
イムイメージ2114に寄与する命令およびデータを含んでもよい。いくつかの命令は、実行
されたときに、処理回路2102に、本明細書で説明するいくつかの方法、アルゴリズム、お
よびプロセスに従って機能を実行させてもよい。
【００９６】
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　ソフトウェアモジュール2116のうちのいくつかは、処理回路2102の初期化中にロードさ
れてもよく、これらのソフトウェアモジュール2116は、本明細書で開示する様々な機能の
実施を可能にするように処理回路2102を構成してもよい。たとえば、いくつかのソフトウ
ェアモジュール2116は、プロセッサ2104の内部デバイスおよび/または論理回路2122を構
成してもよく、トランシーバ2112、バスインターフェース2108、ユーザインターフェース
2118、タイマー、数学的コプロセッサなどの外部デバイスへのアクセスを管理してもよい
。ソフトウェアモジュール2116は、割込みハンドラおよびデバイスドライバと対話し、処
理回路2102によって提供される様々なリソースへのアクセスを制御する制御プログラムお
よび/またはオペレーティングシステムを含んでもよい。リソースは、メモリ、処理時間
、トランシーバ2112へのアクセス、ユーザインターフェース2118などを含んでもよい。
【００９７】
　処理回路2102の1つまたは複数のプロセッサ2104は、多機能であってもよく、それによ
り、ソフトウェアモジュール2116のうちのいくつかがロードされ、異なる機能または同じ
機能の異なるインスタンスを実行するように構成される。1つまたは複数のプロセッサ210
4は、さらに、たとえば、ユーザインターフェース2118、トランシーバ2112、およびデバ
イスドライバからの入力に応答して開始されるバックグラウンドタスクを管理するように
適合されてもよい。複数の機能の実行をサポートするために、1つまたは複数のプロセッ
サ2104は、マルチタスク環境を提供するように構成されてもよく、それにより、複数の機
能の各々が、必要または要望に応じて、1つまたは複数のプロセッサ2104によってサービ
スされるタスクのセットとして実装される。一例では、マルチタスク環境は、異なるタス
ク間でプロセッサ2104の制御を渡す時分割プログラム2120を使用して実装されてもよく、
それにより、各タスクは、任意の未処理動作が完了したときに、ならびに/あるいは割込
みなどの入力に応答して、時分割プログラム2120に1つまたは複数のプロセッサ2104の制
御を戻す。あるタスクが1つまたは複数のプロセッサ2104の制御を有するとき、処理回路
は、制御中のタスクに関連する機能によって対処される目的に事実上特化される。時分割
プログラム2120は、オペレーティングシステム、ラウンドロビンベースで制御を移すメイ
ンループ、機能の優先度付けに従って1つもしくは複数のプロセッサ2104の制御を割り振
る機能、および/または、1つもしくは複数のプロセッサ2104の制御を処理機能によって実
行することによって外部イベントに応答する割込み駆動のメインループを含んでもよい。
【００９８】
　以下のフローチャートは、本明細書において開示するいくつかの態様に従って適合また
は構成されるネットワーク要素に対して実行されるかまたは動作可能な方法およびプロセ
スを示す。これらの方法およびプロセスは、ほんのいくつかの例を挙げれば、3G技術、4G
技術、および5G技術を含む任意の適切なネットワーク技術において実施されてもよい。し
たがって、特許請求の範囲は単一のネットワーク技術に制限されない。この点について、
「UE」が参照される場合、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイ
ヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレ
ス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、
ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライア
ント、クライアント、または他の何らかの適切な用語も参照されることが理解されよう。
「eNodeB」が参照される場合、基地局、トランシーバ基地局、無線基地局、無線トランシ
ーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット、拡張サービスセット、または何らかの他
の適切な用語が参照されることが理解されよう。MMEが参照される場合、サービングネッ
トワークにおけるオーセンティケータとして働くエンティティおよび/またはたとえばモ
バイルスイッチングセンターなどの一次サービス提供ノードが参照される場合もある。HS
Sが参照される場合、ユーザ関連情報および加入者関連情報を含み、たとえば、ホームロ
ケーションレジスタ(HLR)、認証センター(AuC)、および/または認証、許可、およびアカ
ウンティング(AAA)サーバを含む、モビリティ管理、呼およびセッションセットアップ、
ならびに/あるいはユーザ認証およびアクセス許可におけるサポート機能を実現するデー
タベースが参照される場合もある。
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【００９９】
　図22は、UEとサービングネットワークとの間のワイヤレス通信をセキュアにする方法の
フローチャート2200である。
【０１００】
　ブロック2202において、UEは、UEとサービングネットワークとの間にセキュリティアソ
シエーションが確立された後に、接続要求またはトラッキングエリア要求をサービングネ
ットワークにおけるネットワーク機能に送信してもよい。この要求は、ナンスとシグネチ
ャ要求とを含んでもよい。サービングネットワークに送信される要求は、UEがアイドルモ
ードから遷移している間またはアイドルモードからのそのような遷移の後に送信されても
よい。場合によっては、サービングネットワークに送信される要求はRRCメッセージであ
ってもよい。RRCメッセージは、RRC接続要求、RRC接続再確立要求、および/またはRRC再
構成完了メッセージであってもよい。場合によっては、サービングネットワークに送信さ
れる要求はTAU要求であってもよい。
【０１０１】
　ブロック2204において、UEは、ネットワーク機能から接続要求またはトラッキングエリ
ア要求に対する応答を受信してもよい。この応答はネットワーク機能のシグネチャを含ん
でもよい。
【０１０２】
　ブロック2206において、UEは、ネットワーク機能のシグネチャおよびネットワーク機能
に対応する公開鍵証明書に基づいてサービングネットワークを認証してもよい。公開鍵証
明書は、サービングネットワークに関連するネットワーク事業者によって供給されるサー
ビングネットワークの秘密鍵を使用して署名されてもよい。UEは、信頼できるネットワー
クに対応する公開鍵または公開鍵証明書を識別する信頼できるネットワークのリストを維
持してもよい。UEは、信頼できるネットワークのリストを使用してネットワーク機能の公
開鍵およびネットワーク機能によって生成されるシグネチャを検証することによってサー
ビングネットワークを認証してもよい。サービングネットワークは、信頼できる第三者機
関を使用してネットワーク機能に対応する公開鍵証明書を検証することによって認証され
てもよい。
【０１０３】
　場合によっては、証明書完全性情報要求がネットワークに送信されてもよく、ネットワ
ークからの応答において受信された第1の証明書完全性情報が、ホーム加入者サーバから
受信された第2の証明書完全性情報を使用して検証されてもよい。証明書完全性情報要求
は、第2の証明書完全性情報に対応する証明書オブザーバトリ(図17のCertOb 1714など)の
識別子を含んでもよい。CertOb 1714は、ネットワークに関する証明書のセットの完全性
を維持するように構成されてもよい。CertOb 1714の識別子はIPアドレスまたはURLであっ
てもよい。第1の証明書完全性情報は、CertOb 1714の公開鍵を使用して証明書完全性情報
要求に対する応答を認証することによって検証されてもよい。場合によっては、第1の証
明書完全性情報は、第1の証明書完全性情報を第2の証明書完全性情報と比較し、第1の証
明書完全性情報と第2の証明書完全性情報との間に違いがあると判定されたときに証明書
ステータス要求をCSF 1712に送信し、CSF 1712からの応答に基づいてネットワーク機能証
明書のステータスを検証することによって検証されてもよい。証明書ステータス要求は、
ネットワーク機能を識別する第1の識別情報と、ネットワーク機能証明書を識別する第2の
識別情報と、ネットワーク機能証明書のバージョン番号とを含んでもよい。CSF 1712から
の応答は、ネットワーク機能証明書のステータスと、ネットワークの公開鍵と、ネットワ
ークの秘密鍵を使用してCSF 1712によって作成される証明書ステータス応答のシグネチャ
とを含む証明書ステータス応答を含んでもよい。ネットワークの公開鍵を使用して証明書
ステータス応答の検証が実行されてもよい。
【０１０４】
　図23は、処理回路2302を用いる装置2300のためのハードウェア実装形態の簡略化された
例を示す図である。処理回路は、一般に、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、
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デジタル信号プロセッサ、シーケンサ、およびステートマシンのうちの1つまたは複数を
含む場合があるプロセッサ2316を有する。処理回路2302は、概してバス2320によって表さ
れるバスアーキテクチャを用いて実装されてもよい。バス2320は、処理回路2302の特定の
適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含ん
でもよい。バス2320は、プロセッサ2316と、モジュールまたは回路2304、2306および2308
と、アンテナ2314を介して通信するように適合されたワイヤレストランシーバ2312と、コ
ンピュータ可読記憶媒体2318とによって表された、1つまたは複数のプロセッサおよび/ま
たはハードウェアモジュールを含む様々な回路同士をリンクする。バス2320は、タイミン
グソース、周辺機器、電圧レギュレータ、および電源管理回路などの種々の他の回路をリ
ンクしてもよいが、これらの回路は当技術分野でよく知られており、したがってこれ以上
は説明しない。
【０１０５】
　プロセッサ2316は、コンピュータ可読記憶媒体2318上に記憶されたソフトウェアの実行
を含む全体的な処理を担う。ソフトウェアは、プロセッサ2316によって実行されたときに
、処理回路2302に、任意の特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実施させる。
コンピュータ可読記憶媒体2318はまた、ソフトウェアを実行するときに、データレーンお
よびクロックレーンとして構成されてもよいアンテナ2314を介して送信されたシンボルか
ら復号されるデータを含む、プロセッサ2316によって処理されるデータを記憶するために
使用されてもよい。処理回路2302は、モジュール2304、2306、および2308のうちの少なく
とも1つをさらに含む。モジュール2304、2306、および2308は、コンピュータ可読記憶媒
体2318に存在する/記憶される、プロセッサ2316内で動作しているソフトウェアモジュー
ル、プロセッサ2316に結合された1つもしくは複数のハードウェアモジュール、またはそ
れらの何らかの組合せであってもよい。モジュール2304、2306、および/または2308は、
マイクロコントローラ命令、ステートマシン構成パラメータ、またはそれらの何らかの組
合せを含んでもよい。
【０１０６】
　一構成では、ワイヤレス通信用の装置2300は、ホームネットワークとの接続を認証しな
らびに/あるいはセキュアにするように構成されたモジュールおよび/または回路2304と、
サービングネットワークを認証するように構成されたモジュールおよび/または回路2306
と、サービングネットワークとの間でメッセージを送受信するように構成されたモジュー
ルおよび/または回路2308とを含む。
【０１０７】
　一例では、ワイヤレストランシーバ2312は、サービングネットワークにおけるワイヤレ
ス基地局にメッセージを送信し、ワイヤレス基地局からメッセージを受信するように構成
されてもよい。モジュールおよび/または回路2304は、装置とホームネットワークとの間
にセキュアな接続を確立するための手段を含んでもよい。認証された接続は、ワイヤレス
トランシーバを通してHSSに送信される第1の認証メッセージに応答して確立されてもよい
。モジュールおよび/または回路2308、2312は、セキュアな接続が確立されてから第2の認
証要求がホームネットワークのHSSに送信されるまでの間、サービングネットワークにお
けるネットワーク機能に、ナンスおよびシグネチャ要求が添付された要求を送信し、ネッ
トワーク機能のシグネチャを含む要求に対する応答をネットワーク機能から受信するため
の手段を含んでもよい。モジュールおよび/または回路2306は、ネットワーク機能のシグ
ネチャおよびネットワーク機能に対応しネットワーク事業者によって署名された公開鍵証
明書に基づいてサービングネットワークを認証するための手段を含んでもよい。ネットワ
ーク機能に対応する公開鍵証明書は、装置によって維持される信頼できるネットワークお
よびそのそれぞれの公開鍵証明書のリストに含まれてもよい。
【０１０８】
　モジュールおよび/または回路2308、2312は、ネットワークに証明書完全性情報要求を
送信するための手段を含んでもよく、モジュールおよび/または回路2306は、ネットワー
クから受信される第1の証明書完全性情報を、HSSから受信される第2の証明書完全性情報
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を使用して検証するための手段を含んでもよい。証明書完全性情報要求は、第2の証明書
完全性情報に対応するCertOb 1714の識別子を含む。CertOb 1714は、ネットワークに関す
る証明書のセットの完全性を維持するように構成されてもよい。
【０１０９】
　モジュールおよび/または回路2306は、第1の証明書完全性情報を第2の証明書完全性情
報と比較し、第1の証明書完全性情報と第2の証明書完全性情報との間に違いがあると判定
されたときにモジュールおよび/または回路2308、2312に証明書ステータス要求をCSF 171
2に送信させ、CSF 1712からの応答に基づいてネットワーク機能証明書のステータスを検
証するように構成されてもよい。証明書ステータス要求は、ネットワーク機能の識別子と
、ネットワーク機能証明書の識別子と、ネットワーク機能証明書のバージョン番号とを含
んでもよい。
【０１１０】
　図24は、サービングネットワークのメンバーシップを証明する方法のフローチャート24
00である。この方法は、サービングネットワークのネットワークノード(またはネットワ
ーク機能)によって実行されてもよい。
【０１１１】
　ブロック2202において、ネットワークノードは、UEがホームネットワークとのセキュア
な接続を確立した後にUEから第1のメッセージを受信してもよい。このメッセージは、サ
ービングネットワークのネットワーク機能を対象としてもよい。このメッセージは、ナン
スとシグネチャ要求とを含んでもよい。
【０１１２】
　ブロック2204において、ネットワークノードは、サービングネットワークのネットワー
ク機能によって維持される事業者署名付き証明書を使用してシグネチャを生成してもよい
。事業者署名付き証明書は、サービングネットワークの事業者によって署名された公開鍵
証明書であってもよい。事業者署名付き証明書に対応する秘密鍵は、セキュアなストレー
ジもしくはセキュアな実行環境および/または信頼できる環境に維持されてもよい。
【０１１３】
　ブロック2206において、ネットワークノードは、UEに第2のメッセージを送信してもよ
い。シグネチャは第2のメッセージに添付されてもよい。
【０１１４】
　場合によっては、シグネチャは、UEとネットワーク機能との間で共有されるセッション
鍵を使用して作成されるMACを含む。第2のメッセージ応答の署名に対称暗号が使用されて
もよい。
【０１１５】
　場合によっては、ネットワークノードはMMEであってもよく、セッション鍵はKASMEであ
ってもよい。MMEは、MMEの公開鍵を使用して暗号化されたメッセージにおいてHSSからKAS
MEを受信し、信頼できる環境内に記憶された秘密鍵を使用してKASMEを解読し、解読され
たKASMEを信頼できる環境内に記憶してもよい。認証要求は、TAU要求において受信されて
もよい。
【０１１６】
　場合によっては、ネットワークノードはeNodeBであってもよく、セッション鍵はKeNBで
あってもよい。eNodeBは、eNodeBの公開鍵を使用して暗号化されたメッセージにおいてMM
EからKeNBを受信し、信頼できる環境内に記憶された秘密鍵を使用してKeNBを解読し、解
読されたKeNBを信頼できる環境内に記憶してもよい。第1のメッセージは無線リソース制
御(RRC)メッセージであり、第2のメッセージはRRCメッセージに対する応答であってもよ
い。たとえば、RRCメッセージは、RRC接続確立要求、RRC接続再確立要求、またはRRC再構
成完了メッセージであってもよい。
【０１１７】
　場合によっては、シグネチャは、ネットワークノードの秘密鍵を使用して作成されたデ
ジタルシグネチャを含む。認証応答の署名に非対称暗号が使用されてもよい。ネットワー
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クノードの秘密鍵は信頼できる環境内に記憶されてもよく、シグネチャは信頼できる環境
内で作成されてもよい。
【０１１８】
　図25は、処理回路2502を用いる装置2500のためのハードウェア実装形態の簡略化された
例を示す図である。処理回路は、一般に、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、
デジタル信号プロセッサ、シーケンサ、およびステートマシンのうちの1つまたは複数を
含む場合があるプロセッサ2516を有する。処理回路2502は、バス2520によって概略的に表
されたバスアーキテクチャを用いて実装されてもよい。バス2520は、処理回路2502の特定
の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含
んでもよい。バス2520は、プロセッサ2516と、モジュールまたは回路2504、2506および25
08と、アンテナ2514を介して通信するように適合されたワイヤレストランシーバ2512と、
コンピュータ可読記憶媒体2518とによって表された、1つまたは複数のプロセッサおよび/
またはハードウェアモジュールを含む様々な回路同士をリンクする。バス2520は、タイミ
ングソース、周辺機器、電圧レギュレータ、および電源管理回路などの種々の他の回路を
リンクしてもよいが、これらの回路は当技術分野でよく知られており、したがってこれ以
上は説明しない。
【０１１９】
　プロセッサ2516は、コンピュータ可読記憶媒体2518上に記憶されたソフトウェアの実行
を含む全体的な処理を担う。ソフトウェアは、プロセッサ2516によって実行されたときに
、処理回路2502に、任意の特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実施させる。
コンピュータ可読記憶媒体2518はまた、ソフトウェアを実行するときに、データレーンお
よびクロックレーンとして構成されてもよいアンテナ2514を介して送信されたシンボルか
ら復号されるデータを含む、プロセッサ2516によって処理されるデータを記憶するために
使用されてもよい。処理回路2502は、モジュール2504、2506、および2508のうちの少なく
とも1つをさらに含む。モジュール2504、2506、および2508は、コンピュータ可読記憶媒
体2518に存在する/記憶される、プロセッサ2516内で動作しているソフトウェアモジュー
ル、プロセッサ2516に結合された1つもしくは複数のハードウェアモジュール、またはそ
れらの何らかの組合せであってもよい。モジュール2504、2506、および/または2508は、
マイクロコントローラ命令、ステートマシン構成パラメータ、またはそれらの何らかの組
合せを含んでもよい。
【０１２０】
　一構成では、ワイヤレス通信用の装置2500は、認証シグネチャを生成するように構成さ
れたモジュールおよび/または回路2504と、UEにメッセージを送信するように構成された
モジュールおよび/または回路2506と、UEからメッセージを受信するように構成されたモ
ジュールおよび/または回路2508とを含む。
【０１２１】
　一例では、モジュールおよび/または回路2508は、UEがホームネットワークとのセキュ
アな接続を確立した後にUEから第1のメッセージを受信するための手段を構成してもよい
。このメッセージは、サービングネットワークのネットワーク機能を対象としてもよく、
ナンスとシグネチャ要求とを含み、モジュールおよび/または回路2504は、サービングネ
ットワークのネットワーク機能によって維持される事業者署名付き証明書を使用してシグ
ネチャを生成するための手段を構成してもよく、モジュールおよび/または回路2506は、U
Eに第2のメッセージを送信するための手段を構成してもよく、この場合、シグネチャは第
2のメッセージに添付されてもよい。第2のメッセージに添付されるシグネチャは、装置25
00がサービングネットワークのメンバーであることをUEに証明するために生成されてもよ
い。事業者署名付き証明書は、サービングネットワークの事業者によって署名された公開
鍵証明書であってもよい。
【０１２２】
　場合によっては、ネットワークノードはeNodeBであり、第1のメッセージはRRCメッセー
ジであり、第2のメッセージはRRCメッセージに対する応答である。
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【０１２３】
　場合によっては、ネットワークノードはMMEであり、認証要求はTAU要求において受信さ
れる。
【０１２４】
　開示したプロセスにおけるステップの特定の順序または階層は、例示的な手法の例示で
あることを理解されたい。設計上の選好に基づいて、プロセスにおけるステップの特定の
順序または階層は再構成されてもよいことを理解されたい。さらに、いくつかのステップ
は、組み合わせられるか、または省略される場合がある。添付の方法クレームは、種々の
ステップの要素を見本的な順序において提示したものであり、提示された特定の順序また
は階層に限定されるものではない。
【０１２５】
　上記の説明は、本明細書において説明した種々の態様を任意の当業者が実践できるよう
にするために提供される。これらの態様に対する種々の変更形態は、当業者に容易に明ら
かになり、本明細書において規定する一般原理は、他の態様に適用される場合がある。し
たがって、特許請求の範囲は本明細書に示された態様に限定されるものではなく、文言通
りの特許請求の範囲に一致するすべての範囲を与えられるべきであり、単数形の要素への
言及は、そのように明記されていない限り、「唯一無二の」を意味するものではなく、「
1つまたは複数の」を意味するものである。別段に明記されていない限り、「いくつかの
」という用語は1つまたは複数を指している。当業者にとって既知の、または後に既知と
なる、本開示全体を通じて説明された種々の態様の要素に対するすべての構造的および機
能的均等物が、参照により本明細書に明白に組み込まれ、特許請求の範囲によって包含さ
れることが意図される。さらに、本明細書において開示されるものは、そのような開示が
特許請求の範囲において明示的に列挙されているかどうかにかかわらず、公に供されるこ
とは意図されていない。いかなるクレーム要素も、要素が「ための手段」という語句を用
いて明確に記述されていない限り、ミーンズプラスファンクションとして解釈されるべき
ではない。
【符号の説明】
【０１２６】
　　100　ITEネットワークアーキテクチャ
　　102　ユーザ機器
　　106　eNodeB
　　108　他のeNodeB
　　110　EPC
　　112　MME
　　114　他のMME
　　116　サービングゲートウェイ
　　118　PDNゲートウェイ
　　122　事業者のIPアドレス
　　200　アクセスネットワーク
　　202　セル
　　204　eNodeB
　　206　UE
　　208　低電力クラスeNodeB
　　306　物理レイヤ
　　308　L2レイヤ
　　310　メディアアクセスサブレイヤ
　　312　RLCサブレイヤ
　　314　PDCPサブレイヤ
　　316　RRCサブレイヤ
　　410　eNodeB
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　　416　TXプロセッサ
　　420　アンテナ
　　452　アンテナ
　　456　RXプロセッサ
　　458　チャネル推定器
　　459　コントローラ/プロセッサ
　　460　メモリ
　　462　データシンク
　　467　データソース
　　468　TXプロセッサ
　　470　RXプロセッサ
　　474　チャネル推定器
　　475　コントローラ/プロセッサ
　　476　メモリ
　　500　E-UTRAN鍵階層
　　508　KASME
　　510　NASセキュリティキーKNAS-enc
　　516　セキュリティキーKUP-enc
　　518　キーKRRC-enc
　　600　プロトコルスタック
　　602　ASレイヤ
　　604　物理(PHY)レイヤ
　　606　メディアアクセス制御レイヤ
　　608　無線リンク制御(RLC)レイヤ
　　610　論理チャネル
　　611　パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤ
　　612　無線リソース制御(RRC)レイヤ
　　613　セッション/無線ベアラ
　　614　非アクセス層(NAS)レイヤ
　　616　アプリケーション(APP)レイヤ
　　704　サービングネットワーク
　　706　ホームネットワーク
　　708　eNodeB
　　710　MME
　　712　HSS
　　720　NAS接続要求
　　722　認証情報要求メッセージ
　　724　認証情報応答メッセージ
　　726　NAS認証要求
　　728　NAS認証応答メッセージ
　　730　NAS SMC(機密性および完全性アルゴリズム)
　　732　NASセキュリティモード完了
　　734　S1AP初期コンテキストセットアップ
　　736　RRC SMC(機密性および完全性アルゴリズム)
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