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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのユーザ装置であって、該ユーザ装置に関連した複数の識別を有し、か
つ、該複数の識別のうちの少なくとも１つの識別を記憶する手段を有する、ユーザ装置と
、
　前記複数の識別のうちの少なくとも１つの識別を記憶するための記憶手段と、
　前記ユーザ装置から識別情報を受信し、その受信した識別情報に関連した少なくとも１
つの識別を前記記憶手段から取得し、前記記憶手段から取得した前記少なくとも１つの識
別を前記ユーザ装置に送信するための手段と、
を備えたことを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　機密接続が確立されたときに前記ユーザ装置が前記識別情報を前記受信する手段に与え
るように構成された請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記複数の識別が、ＩＭＳＩ、プライベートユーザ識別、少なくとも１つのパブリック
ユーザ識別、のうちの少なくとも１つを含む、請求項１又は請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記ユーザ装置が前記ＩＭＳＩを記憶するように構成される請求項３に記載のシステム
。
【請求項５】



(2) JP 4136946 B2 2008.8.20

10

20

30

40

50

　前記識別情報が、前記ユーザ装置により記憶された識別の少なくとも１つ又はそこから
導出された情報を含む請求項１から請求項４のいずれかに記載のシステム。
【請求項６】
　前記識別情報が一時的識別を含む請求項１から請求項５のいずれかに記載のシステム。
【請求項７】
　前記ユーザ装置の前記記憶する手段が加入者識別モジュールＳＩＭを含む請求項１から
請求項６のいずれかに記載のシステム。
【請求項８】
　ＩＰマルチメディアシステムを含む請求項１から請求項７のいずれかに記載のシステム
。
【請求項９】
　前記受信する手段がＣＳＣＦを含む請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記受信する手段がＳ－ＣＳＣＦを含む請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記記憶手段がＨＳＳを含む請求項１から請求項１０のいずれかに記載のシステム。
【請求項１２】
　ユーザ装置が通常関連付けされるホームネットワークと、該ホームネットワーク及び訪
問先ネットワークのうちの一方であるサービングネットワークと、をさらに備えた、請求
項１から請求項１１のいずれかに記載のシステム。
【請求項１３】
　前記記憶手段が前記ホームネットワークに関連付けされる請求項１２に記載のシステム
。
【請求項１４】
　前記ユーザ装置には、該ユーザ装置が関連付けされる記憶手段を識別するための情報が
設けられる、請求項１１から請求項１２のいずれかに記載のシステム。
【請求項１５】
　前記ユーザ装置が、前記記憶手段から得られた前記少なくとも１つの識別を記憶するた
めの手段を有する、請求項１から請求項１４のいずれかに記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システム及び方法に係る。
【背景技術】
【０００２】
　通信システムは、ユーザ装置、及び／又はシステムに関連した他のノードのような２つ
以上のエンティティ間で通信を可能にするファシリティとみなすことができる。通信シス
テムは、通常、システムの種々の要素が何を行なうことが許されそしてそれをいかに達成
すべきか規定する所与の規格又は仕様書に基づいて動作する。例えば、規格又は仕様書は
、ユーザ、より詳細には、ユーザ装置又はターミナルにパケット交換サーバーが設けられ
るか及び／又は回路交換サーバーが設けられるか定義する。又、接続に使用される通信プ
ロトコル及び／又はパラメータが定義されてもよい。換言すれば、システムにより通信を
可能にするには、通信の基礎となり得る特定の１組の「ルール」を定義することが必要で
ある。
【０００３】
　ユーザターミナル又は他のノードに対してワイヤレス通信を与える通信システムが知ら
れている。ワイヤレスシステムの一例は、セルラーネットワークである。セルラーシステ
ムでは、ベーストランシーバステーション（ＢＴＳ）又は同様のアクセスエンティティが
、移動ステーション（ＭＳ）又は同様のワイヤレスユーザ装置（ＵＥ）に、これらエンテ
ィティ間のワイヤレスインターフェイスを経てサービスする。通信に必要とされるベース
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ステーション及び他のノードのオペレーションは、１つ又は多数の制御エンティティによ
り制御することができる。種々の制御エンティティが相互接続されてもよい。又、セルラ
ーネットワークを他のネットワーク、例えば、公衆交換電話ネットワーク（ＰＳＴＮ）及
び／又は他の通信ネットワーク、例えば、ＩＰ（インターネットプロトコル）及び／又は
他のパケット交換ネットワークに接続するために、１つ以上のゲートウェイノードが設け
られてもよい。
【０００４】
　通信システムは、移動ステーションのためのパケット交換（ＰＳ）サービスのようなワ
イヤレスデータ通信サービスを提供するように適応されてもよい。ワイヤレスデータ通信
サービスを可能にするシステムは、例えば、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）、エ
ンハンスト・データ・レート・フォーＧＳＭエボリューション（ＥＤＧＥ）移動データネ
ットワーク、いわゆる第三世代（３Ｇ）テレコミュニケーションシステム、例えば、ユニ
バーサル移動テレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）、ｉ－フォン又はＩＭＴ－２
０００（国際移動テレコミュニケーション）及び地上トランク無線（ＴＥＴＲＡ）システ
ムを含むが、これらに限定されない。
【０００５】
　第三世代システムでは、マルチメディアネットワークアーキテクチャーを提供すること
が提案されている。マルチメディアアーキテクチャーは、異なる種類のデータ、例えば、
ボイス、オーディオ、ビデオ、データそれ自体、及び実際上、他の形式の媒体を処理でき
ることが意図される。このようなネットワークアーキテクチャーのためのＩＰ（インター
ネットプロトコル）マルチメディアサブシステムをもつことが提案されている。従って、
このアーキテクチャーのサブシステムは、インターネットプロトコルに基づいてパケット
データ形態で種々のエンティティ間でデータを転送するように構成される。
【０００６】
　ＩＰマルチメディアサブシステムは、マルチメディアサービスを提供するための全ての
コアネットワーク要素を備えている。これは、シグナリング及びベアラ関連ネットワーク
要素の集合を含む。ＩＰマルチメディアサービスは、パケット交換ドメインを使用するよ
うに構成される。ＩＰマルチメディアコアネットワークは、ＰＬＭＮオペレータが、イン
ターネットアプリケーション、サービス及びプロトコルに基づき且つその上に構築された
それらの加入者マルチメディアサービスをオファーできるように構成される。ＩＰマルチ
メディアコアネットワークサブシステムは、ワイヤレスユーザのためにボイス、ビデオ、
メッセージ、データ及びウェブベースの技術を集合でき且つそれらにアクセスできねばな
らないことが意図される。
【０００７】
　提案された第三世代マルチメディアネットワークアーキテクチャーは、異なるファンク
ションを取り扱うための多数の異なるサーバーを有してもよい。これらは、コール状態制
御ファンクション（ＣＳＣＦ）のようなファンクションを含む。コール状態制御ファンク
ションは、プロキシーコール状態制御ファンクション（Ｐ－ＣＳＣＦ）、質問コール状態
制御ファンクション（Ｉ－ＣＳＣＦ）、及びサービングコール状態制御ファンクション（
Ｓ－ＣＳＣＦ）のようなファンクションを含んでもよい。又、制御ファンクションは、ホ
ーム加入者サーバー（ＨＳＳ）及び種々のアプリケーションサーバーのようなエンティテ
ィにより与えられてもよい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　現在提案されている仕様書、第三世代パートナーシッププロジェクト、技術仕様グルー
プサービス及びシステムアスペクト、及び参考としてここに取り上げるＩＰマルチメディ
アサブシステム（ＩＭＳ）ステージ２（リリース５）では、ＩＰマルチメディアサービス
のユーザに関連した種々の認識が存在する。これらの認識は、プライベートユーザ認識及
びパブリックユーザ認識を含む。これらの認識は、ＩＭ加入者認識モジュールＩＳＩＭに
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設けられる。各ＩＳＩＭは、ユーザ装置の「ユニバーサル集積回路カードＵＩＣＣ」カー
ドにおけるアプリケーションである。しかしながら、仕様書の初期バージョンにおいては
、ＵＩＣＣカードにおけるＵＭＴＳ加入者認識モジュールＵＳＩＭアプリケーションは、
これらの付加的な認識を含まない。この規格の以前のバージョン（Ｒ９９又はＲｅｌ－４
）に適合するＵＩＣＣカードは、加入者により販売又は所有することができる。しかしな
がら、仕様書のＲｅｌ－５バージョンに基づく装置のユーザがＩＰマルチメディアシステ
ムを使用するよう試みた場合に、それを行うことができない。
【０００９】
　要求されたＩＰマルチメディアサブシステム認識を、国際移動加入者識別子（ＩＭＳＩ
）から直接導出することが示唆されている。しかしながら、これは、セキュリティ及び最
適化の問題を招くという点で欠点がある。更に、パブリックユーザ認識は、ｊｏｈｎ．ｓ
ｍｉｔｈ＠ｖｏｄａｆｏｎｅ．ｃｏｍ．のようにユーザに馴染みがない。むしろ、ＩＭＳ
Ｉから導出されたパブリックユーザ認識は、３３６５７４８９０＠２２０８１）に若干類
似している。更に、導出されたパブリック及びプライベートのユーザ認識が有効であるか
どうかチェックするには、付加的なデータベースサーチを実行することが必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　それ故、本発明の実施形態の目的は、上述した問題に対処し又は少なくともその１つを
軽減することである。
【００１１】
　本発明の第１の態様によれば、複数の認識が関連した少なくとも１つのユーザ装置であ
って、前記認識の少なくとも１つを記憶する手段を有するユーザ装置と、前記複数の認識
の少なくとも１つを記憶するための記憶手段と、前記ユーザ装置から認識情報を受信し、
その受信した認識情報に関連した少なくとも１つの認識を前記記憶手段から得、そして前
記記憶手段から得た前記少なくとも１つの認識を前記ユーザ装置へ送信するための手段と
を備えた通信システムが提供される。
【００１２】
　本発明の第２の態様によれば、通信システムに使用するための通信ノードにおいて、ユ
ーザ装置からの認識情報を受信するための手段と、その受信した認識情報に基づいて前記
ユーザ装置に関連した少なくとも１つの認識を記憶手段から得るための手段と、前記記憶
手段から得た前記少なくとも１つの認識を前記ユーザ装置へ送信するための手段とを備え
た通信ノードが提供される。
【００１３】
　本発明の更に別の態様によれば、ユーザ装置からそのユーザ装置に関する認識情報を送
信するステップと、前記認識情報に基づいて記憶手段から少なくとも１つの認識を得るス
テップと、前記得られた少なくとも１つの認識を前記ユーザ装置へ送信するステップとを
備えた通信方法が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明、及び本発明をいかに実施するかを良く理解するために、添付図面を参照して一
例として以下に詳細に説明する。
　本発明の実施形態を組み込むことのできる考えられるネットワークシステムアーキテク
チャーを示す図１について先ず説明する。例示的ネットワークシステム１０は、ＵＭＴＳ
　３Ｇ仕様書に基づいて構成される。しかしながら、本発明の別の実施形態を、他の第三
世代仕様書又は実際上他の適当な規格と共に使用してもよいことが明らかであろう。ユー
ザ装置１０は、無線アクセスネットワーク１２に接続することができる。ユーザ装置１０
と無線アクセスネットワーク１２との間のこの接続は、ワイヤレス接続１１を経て行われ
る。ユーザ装置１０は、いかなる適当な形態をとってもよく、例えば、移動電話、ポータ
ブルコンピュータ、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、又は他の適当なワイヤ
レス装置でよい。ワイヤレス装置は、移動でもよいし、そうでなくてもよい。本発明の実
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施形態は、ユーザ装置１０が、それが通常関連されたネットワークではない訪問先ネット
ワークにアタッチされるとき、及びユーザ装置がそのホームネットワークにアタッチされ
るときに、適用できる。
【００１５】
　無線アクセスネットワーク１２は、少なくともベースステーションと、通常、コントロ
ーラとで構成される。無線アクセスネットワーク１２は、ＧＰＲＳコアネットワークに接
続される。例えば、ＲＡＮ１２は、ＳＧＳＮ３０（サービングＧＰＲＳサポートノード）
に接続されてもよい。ＳＧＳＮ３０は、次いで、ＧＧＳＮ３２（ゲートウェイＧＰＲＳサ
ポートノード）に接続されてもよい。ＳＧＳＮ及びＧＧＳＮ３２は、ＧＰＲＳコアネット
ワーク１４を構成する。ＧＧＳＮ３２は、ＤＨＣＰ（ダイナミックホストコンフィギュレ
ーションプロトコル）１５に接続される。ＤＨＣＰ１５は、プロキシーＣＳＣＦノード１
６のドメイン名をユーザ装置１０に与えるのに使用される。Ｐ－ＣＳＣＦ１６は、ＧＧＳ
Ｎ３２に接続される。ＤＮＳ１８は、Ｐ－ＣＳＣＦ１６及びＳＧＳＮ３０に接続される。
ブロック３４に示された要素は、訪問先ネットワークとみなすことができる。
【００１６】
　ホームネットワークは、ブロック３６に示されている。訪問先ネットワークとホームネ
ットワークとの間の接続は、訪問先ネットワークのＧＧＳＮ３２及びホームネットワーク
のＧＧＳＮ３８を経て行なわれる。２つのＧＧＳＮ間には、バックボーンネットワーク又
は他の形式の接続がある。ＧＧＳＮ３８は、Ｉ－ＣＳＣＦ２０及びＳ－ＣＳＣＦ２２の両
方に接続される。これらＣＳＣＦ２０及び２２の両方は、ＨＳＳ２４に接続される。Ｓ－
ＣＳＣＦは、サービングコール状態制御ファンクションであり、ユーザ装置の少なくとも
１つに現在サービスしているサーバーで、そのユーザ装置の状態を制御している。ホーム
加入者サーバーエンティティ２４は、以下に詳細に述べるように、登録認識、同様のユー
ザ関連情報、並びにパブリック及びプライベートユーザ認識を記憶するのに使用される。
【００１７】
　ＩＰマルチメディア（ＩＭ）サービスのユーザに関連付けできる種々の認識が存在する
。ＩＭサブシステムでは、加入者は、プライベートユーザ認識（ＩＭＰＩ）を有していな
ければならない。プライベート認識は、ホームネットワークオペレータにより指定され、
例えば、登録、認証、管理及び会計の目的で使用される。認識は、ＲＦＣ２４８６に規定
されたネットワークアクセス識別子の形態をとってもよい。これは、ＩＥＴＦ（インター
ネットエンジニアリングタスクフォース）規格である。ＩＭＳＩの表示は、プライベート
認識に対するネットワークアクセス識別子内に含まれると考えられる。プライベートユー
ザ認識は、通常、ＳＩＰメッセージのルーティングに使用されない。プライベートユーザ
認識は、ユーザ装置からホームネットワークへ通される登録要求に含まれてもよい。プラ
イベートユーザ認識は、ホームネットワークオペレータにより定義された独特のグローバ
ル認識であるのが好ましく、これをホームネットワーク内に使用して、ネットワークパー
スペクティブからユーザを独特に識別することができる。プライベートユーザ認識は、ユ
ーザに永久的に割り当てられてもよいが、本発明の別の実施形態では、動的に割り当てる
ことができる。これは、ホームネットワークとの契約期間中に有効であるのが好ましい。
プライベートユーザ認識は、ＨＳＳ内に記憶された認証情報のようなユーザ情報を識別す
るのに使用されてもよい。ＩＭＰＩは、オペレータのポリシーに基づいて課金記録に存在
してもよい。ＩＭＰＩは、契約、即ちＩＭサービス能力を識別するのであって、ユーザを
識別するのではないことを理解されたい。本発明の好ましい実施形態では、ＨＳＳ及びＣ
－ＣＳＣＦは、プライベートユーザ認識を得て記憶することが必要である。
【００１８】
　パブリックユーザ認識に関する限り、ＩＭサブシステムに対する加入者は、１つ以上の
パブリックユーザ認識ＩＭＰＵを有していなければならない。１つ以上のパブリックユー
ザ認識は、ユーザにより、他のユーザへの通信を要求するために使用される。例えば、こ
れは、ビジネスカードに含まれてもよい。テレコミュニケーションナンバリング及びイン
ターネットネーミングの両構成を使用して、ユーザが有するパブリックユーザ認識に基づ
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いてユーザをアドレスすることができる。１つ以上のパブリックユーザ認識は、ＳＩＰＵ
ＲＬ（参考としてここに取り上げるＲＦＣ２５４３に規定されている）及び参考としてこ
こに取り上げるＲＦＣ２３９６、又は現在電話番号であるＥ．１６４の形態をとってもよ
い。本発明の好ましい実施形態では、ＩＰマルチメディアコアネットワークサブシステム
内のメカニズムを介して２つ以上のパブリック認識が関連した加入者を、例えば、単一の
要求によりグローバルに登録することができる。これは、ユーザが必要に応じてそれらの
パブリック認識の幾つかを個々に登録するのを除外してはならない。パブリックユーザ認
識は、本発明の好ましい実施形態では、登録中にネットワークにより認証される必要がな
い。パブリックユーザ認識は、ＨＳＳ内のユーザ情報を識別するのに使用されてもよい。
【００１９】
　ホームネットワークオペレータは、プライベートユーザ識別子及びパブリックユーザ識
別子を指定する役割を果たすことが明らかであろう。本発明のある実施形態は、オペレー
タにより定義されない他の認識を使用してもよいことが明らかであろう。同じサービスプ
ロフィールに関連した全てのパブリックユーザ認識は、同じ１組のサービスをもたねばな
らない。所与のユーザは、異なるサービスプロフィールに関連した２つ以上のパブリック
ユーザ認識を有してもよいことが明らかであろう。本発明の好ましい実施形態では、各パ
ブリックユーザ認識は、単一のサービスプロフィールのみに関連付けされる。
【００２０】
　本発明の第１の実施形態、特に、シグナリングのフローを示す図２Ａ、２Ｂを参照して
以下に説明する。
　第１ステップＳ１において、次のことが生じる。ＧＰＲＳアタッチ手順をたどり、ＰＤ
Ｐ（パケットデータプロトコル）コンテクストが確立され、そしてＰ－ＣＳＣＦ発見手順
が実行される。ＧＰＲＳアタッチ手順は、ユーザ装置がそれ自身をＧＰＲＳネットワーク
にアタッチする手順である。これは、既に知られており、ここでは詳細に説明しない。Ｐ
ＤＰコンテクスト確立手順は、例えば、参考としてここに取り上げる第三世代仕様書３Ｇ
ＰＰＴＳ２４．００８に規定されたＰＤＰコンテクスト確立手順を使用して適切なＰＤＰ
コンテクストベアラを確立することを含む。ＰＤＰコンテクストの確立は、既に知られて
おり、ここでは詳細に説明しないことを理解されたい。Ｐ－ＣＳＣＦ発見手順では、これ
が、アタッチ手順の後に実行され、その後は、ＰＤＰコンテクストの首尾良いアクチベー
ションの一部分となる。これは、２つのメカニズムの一方を使用することができる。１つ
の手順では、ＤＨＣＰが使用され、そして任意であるが、必要に応じてＤＮＳが使用され
て、Ｐ－ＣＳＣＦアドレスを得る。この手順は、ユーザがＤＨＣＰサーバーへ要求を送信
することを含む。これは、１つ以上のＰ－ＣＳＣＦの完全に資格のあるドメインネーム及
びＤＮＳサーバーのＩＰアドレスのリストを要求してもよいし、又はＰ－ＣＳＣＦ　ＩＰ
アドレスのリストを要求してもよい。これが必要なＰ－ＣＳＣＦアドレスを与えない場合
には、ユーザ装置がＤＮＳサーバーに問合せを送信して、Ｐ－ＣＳＣＦ　ＩＰアドレスの
リストを検索し、そこから１つを選択してもよい。ＤＮＳサーバーからの応答がＩＰアド
レスを含んでいない場合には、完全に資格のあるドメインネームをＩＰアドレスに分析す
るために、付加的なＤＮＳ問合せが必要となる。
【００２１】
　これは、一例に過ぎず、何らかの適当な手順を使用して、Ｐ－ＣＳＣＦ１６の正しいア
ドレスを識別できることを理解されたい。
　ステップＳ２では、「登録(REGISTER)」要求がユーザ装置からＰ－ＣＳＣＦ１６へ送信
される。この要求の目的は、ユーザのＳＩＰ（セッションインターネットプロトコル）均
一リソース識別子をホームネットワークのＣＳＣＦ２２に登録することである。この要求
は、Ｐ－ＣＳＣＦへルーティングされる。というのは、これは、ユーザ装置に対するＩＰ
マルチメディアサブシステムへのコンタクトポイントだからである。
【００２２】
　ステップＳ３において、ユーザの均一リソース識別子ＵＲＩに基づいて、Ｐ－ＣＳＣＦ
１６は、ユーザ装置１０が訪問先ドメインから登録されることを決定し、そしてドメイン
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ネームサーバーＤＮＳ１８の問合せを実行して、ホームネットワークにおいてＩ－ＣＳＣ
Ｆ２０を探索する。ＤＮＳ１８のルックアップは、要求ＵＲＩに指定されたアドレスに基
づいて行なわれる。
【００２３】
　ステップＳ４において、Ｐ－ＣＳＣＦ１６は、ユーザ装置１０から発信した登録要求を
、ステップＳ３で識別されたＩ－ＣＳＣＦ２０へ送信する。
　ステップＳ５において、Ｉ－ＣＳＣＦは、ＨＳＳ２４へ問合せを送信することにより加
入者（即ちユーザ）登録状態に関する情報の要求を行なう。ＨＳＳは、要求された能力を
Ｉ－ＣＳＣＦ２０へ返送する。この情報に基づいて、Ｉ－ＣＳＣＦ２０は、適当なＳ－Ｃ
ＳＣＦ２２を選択する。
【００２４】
　ステップＳ６において、登録メッセージは、Ｉ－ＣＳＣＦ２０により、選択されたＳ－
ＣＳＣＦ２２へ送信される。
　ステップＳ７において、認証手順が実行される。非許可のユーザ（即ち、まだ許可され
ていないユーザ）から登録要求を受信すると、Ｓ－ＣＳＣＦ２２は、少なくとも１つの認
証ベクトルを使用してユーザにチャレンジすることを要求する。有効な認証ベクトルが得
られない場合に、Ｓ－ＣＳＣＦ２２は、このようなベクトルをＨＳＳから要求する。この
ステップでは、Ｓ－ＣＳＣＦは、ＨＳＳ２４に、それが特定のユーザにサービスするよう
指定されたことも指示する。
【００２５】
　ステップＳ８において、Ｓ－ＣＳＣＦ２２は、認証チャレンジに使用するためのベクト
ルを選択する。
　ステップＳ９において、Ｓ－ＣＳＣＦ２２は、認証チャレンジをＩ－ＣＳＣＦ２０へ送
信する。ステップＳ１０では、Ｉ－ＣＳＣＦ２０がそのチャレンジを関連Ｐ－ＣＳＣＦ１
６へ転送する。次いで、Ｐ－ＣＳＣＦ１６は、認証チャレンジを、ステップＳ１１におい
て、ユーザ装置１０へ送信する。
【００２６】
　ステップＳ１２において、ユーザ装置は、応答及びセッションキーを発生するように構
成される。
　ステップＳ１３において、ユーザ装置１０は、「ユニバーサル集積回路カードＵＩＣＣ
」カードのＵＳＩＭアプリケーションから国際移動加入者認識ＩＭＳＩを得、そしてそれ
を、ユーザ装置により発生された登録メッセージに含ませる。この登録要求は、ユーザ装
置への応答も含む。この登録メッセージは、完全性保護を含み、従って、ＩＭＳＩ情報を
、それが第１登録メッセージに含まれる（即ちステップＳ２）場合より良好なセキュリテ
ィでこのメッセージに含ませることができる。登録メッセージは、ユーザ装置１０からＰ
－ＣＳＣＦ１６へ送信される。ステップＳ１４は、Ｓ３と同様であり、Ｐ－ＣＳＣＦ１６
がステップＳ１５において登録メッセージを正しいＩ－ＣＳＣＦ２０へ送信するよう確保
する。
【００２７】
　ステップＳ１６及びステップＳ１７は、上述したステップＳ５及びＳ６と同様である。
　ステップＳ１８において、Ｓ－ＣＳＣＦ２２は、ＵＥ１０の認証応答をチェックし、そ
してそれが首尾良いものであることを照合する。
　ステップＳ１９において、ユーザがＳ－ＣＳＣＦ２２により登録されると、Ｓ－ＣＳＣ
Ｆ２２は、ユーザが登録されたことをＨＳＳ２４に通知する。又、ＨＳＳは、Ｓ－ＣＳＣ
Ｆ２２へ返送される応答にユーザプロフィールを含んでもよい。
【００２８】
　ステップＳ２０において、認証が首尾良く行われた場合には、Ｓ－ＣＳＣＦは、ユーザ
装置へ送信されるメッセージに、ＩＭＰＩ及び／又は登録されたＩＭＰＵを含ませる。ス
テップＳ２０において、Ｓ－ＣＳＣＦ２２からＩ－ＣＳＣＦ２０へ情報が送信される。ス
テップＳ２１では、その情報がＩ－ＣＳＣＦ２０からＰ－ＣＳＣＦ１６へ転送される。最
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後に、ステップＳ２１において、メッセージがＰ－ＣＳＣＦからＵＥ１０へ転送される。
　ＵＥ１０は、ＩＭＰＩ及び／又はＩＭＰＵを受信すると、それらをユーザ装置の電話メ
モリに記憶し、そしてそれらを、ＩＭＳ仕様書に規定されたように使用する。
【００２９】
　第１の登録メッセージはＩＭＳＩを含まないので、このメッセージは、正しいＨＳＳ２
４を識別できるようにするある情報を含まねばならない。例えば、ユーザには、関連する
ＨＳＳの識別番号を与えてもよい。本発明の別の実施形態では、別のやり方を使用して、
ユーザに対する正しいＨＳＳを決定してもよいことを理解されたい。又、ステップＳ２０
、Ｓ２１及びＳ２２で送信されるメッセージは、パブリック及びプライベートユーザ認識
を保持するように変更する必要があることも理解されたい。
【００３０】
　本発明の別の実施形態を示す図３Ａ、３Ｂを参照して以下に説明する。ステップＴ１は
、図２ＡのステップＳ１と同じである。
　図３ＡのステップＴ２では、図２ＡのステップＳ２と同様のファンクションが実行され
る。しかしながら、ＩＭＳＩ情報、又はそこから導出された識別子は、登録メッセージに
含まれてもよい。これは、所与のＵＥ１０に対するＨＳＳを識別するのを許す。ステップ
Ｔ３からＴ１２は、図２Ａ、２ＢのステップＳ３からＳ１２と同じ又は同様である。ステ
ップＴ１３の第２の登録要求は、第１の登録要求と同じＵＥ識別子を含むことになる。こ
のメッセージは、完全性保護をもつので、ステップＴ２において送信された値を確認する
ことができる。ステップＴ１４からＴ１８は、図２ＢのステップＳ１４からＳ１８と同じ
でよい。ステップＴ１９では、Ｓ－ＣＳＣＦ２２は、ＩＭＰＵ及び／又はＩＭＰＩを含む
ユーザのプロフィールを供給するようにＨＳＳに求めてもよい。その応答として、ＨＳＳ
は、ＩＭＰＵ及び／又はＩＭＰＩをＳ－ＣＳＣＦに供給する。現在の仕様では、ＨＳＳは
、Ｓ－ＣＳＣＦにより送信されたメッセージに対する応答においてユーザプロフィールを
供給できることを理解されたい。
【００３１】
　ステップＴ２０からＴ２２において、Ｓ－ＣＳＣＦによりユーザ装置へＯＫメッセージ
が送信される。これらのメッセージは、パブリック及び／又はプライベート認識を含む。
認識の番号は、ユーザ装置に記憶される。
【００３２】
　本発明の更に別の実施形態を示す図４Ａ、４Ｂを参照して以下に説明する。ステップＲ
１からＲ１９は、図３Ａ、３Ｂを参照して述べたものと同じである。しかしながら、ステ
ップＲ２０からＲ２２に送信されるメッセージ、即ち２００　ＯＫメッセージは、プライ
ベート認識もパブリック認識も含まない。むしろ、ユーザ装置が登録された後に、パブリ
ック及び／又はプライベート認識を得るプロセスが実行される。これが図５に示されてい
る。
【００３３】
　図５において、第１ステップＭ１に、「契約(SUBSCRIBE)」メッセージがユーザ装置１
０によりＰ－ＣＳＣＦ１６へ送信される。これにより、ユーザ装置が登録状態事象パケッ
トに契約し、そしてＩＭＳＩ又は導出された値を識別子として使用する。ステップＭ２で
は、これがＰ－ＣＳＣＦ１６によりＳ－ＣＳＣＦ２２へ転送される。ステップＭ３では、
応答がＳ－ＣＳＣＦ２２からＰ－ＣＳＣＦ１６へ送信され、そしてステップＭ４では、メ
ッセージがＰ－ＣＳＣＦ１６によりユーザ装置１０へ転送される。ステップＭ５では、Ｓ
－ＣＳＣＦ２２は、プライベート及び／又はパブリック識別子を含む通知メッセージをＰ
－ＣＳＣＦ１６へ送信する。ステップＭ７では、ユーザ装置は、応答、即ち２００　ＯＫ
メッセージをＰ－ＣＳＣＦ１６へ送信し、これは、ステップＭ８においてＳ－ＣＳＣＦ２
２へ転送される。
【００３４】
　ユーザ装置は、１つ以上の受信したパブリック又はプライベート識別子をその後のシグ
ナリングに使用してもよいし、或いはＩＭＳＩ又は導出された値をその後のシグナリング
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【００３５】
　契約メッセージは、加入者の登録状態について通知するための要求を含み、これは、２
００　ＯＫメッセージにより確認される。この要求に応答して、Ｓ－ＣＳＣＦは、首尾良
い登録の際に登録されるようにユーザがそのネットワークオペレータと合意したところの
ＩＭＰＵ及び／又はＩＭＰＩを含む通知メッセージをユーザへ送信する。ターミナルは、
それ自身の登録状態に対する契約メッセージを、ＩＭＳＩを使用して、それが登録された
直後に、送信するように予め構成されてもよいことを理解されたい。Ｓ－ＣＳＣＦ２２は
、ステップＴ１９においてＨＳＳから加入者プロフィールをダウンロードする間のような
適当な時間に、ＩＭＰＵ及び／又はＩＭＰＩ情報を得てもよいことを理解されたい。
【００３６】
　本発明の実施形態の１つの変形において、ＩＭＳＩ番号を使用するのとは別に、既にＧ
ＳＭアタッチされたユーザ装置は、ユーザ装置がＧＳＭネットワークにアタッチされると
きに受信する一時的ＩＭＳＩ（ＴＩＭＳＩ）等を使用することもできる。ネットワークに
対してユーザを独特に識別する導出された認識又は一時的認識を使用することもできる。
ＴＩＭＳＩ等の主たる利益は、どのユーザ（即ちどのＩＭＳＩ）がＩＭＳに登録されるか
誰も分からない（エアインターフェイスを盗聴することにより）ことである。
【００３７】
　本発明の好ましい実施形態は、ＧＰＲＳシステム及びＩＰマルチメディアシステムにつ
いて説明したが、本発明は、これらのシステムに限定されず、他のシステムにも使用でき
ることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施形態を組み込むことのできる通信システムアーキテクチャーを示す
図である。
【図２Ａ】本発明の第１の実施形態に基づく第１情報流を示す図である。
【図２Ｂ】本発明の第１の実施形態に基づく第１情報流を示す図である。
【図３Ａ】本発明の第２の実施形態に基づく情報流を示す図である。
【図３Ｂ】本発明の第２の実施形態に基づく情報流を示す図である。
【図４Ａ】本発明の第３の実施形態に基づく情報流を示す図である。
【図４Ｂ】本発明の第３の実施形態に基づく情報流を示す図である。
【図５】図４に関連して使用される更に別の信号流を示す図である。



(10) JP 4136946 B2 2008.8.20

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】 【図３Ａ】
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