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(57)【要約】
マルチＲＡＴ　ＵＥは、現在、ＨＳＳと認証を行うため
の２つの独立経路を有し（ＭＭＥ又は３ＧＰＰ　ＡＡＡ
サーバのいずれかを介し）、反復認証メッセージをＨＳ
Ｓに生じさせる。スモールセル及びＷｉ－Ｆｉ認証のた
めのＵＥとＨＳＳとの間の１つの統一認証経路の使用が
説明される。第１に、新しい３ＧＰＰ　ＥＰＣ－ＴＷＡ
Ｎインタワーキングアーキテクチャは、ＭＭＥにマルチ
ＲＡＴ　ＵＥからの全認証要求を管理させる。第２に、
新しい統一認証プロシージャが追加され、ＩＳＷＮベー
スのマルチＲＡＴ　ＵＥが、その現在のアクセスネット
ワーク（ＴＷＡＮ又はＨｅＮＢ）に関係なく、ＨＳＳと
直接認証されることを可能にする。第３に、ＲＡＴ間ハ
ンドオーバシナリオのための新しい高速再認証プロシー
ジャが行われる。最後に、認証プロシージャを実行する
ための種々の標準的プロトコルメッセージに対して必要
とされる拡張が説明される。



(2) JP 2018-517368 A 2018.6.28

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサおよびメモリを備える装置であって、前記装置は、前記装置のメモリ内に記
憶されるコンピュータ実行可能命令をさらに含み、前記命令は、前記装置のプロセッサに
よって実行されると、前記装置に、
　第１の無線アクセス技術を使用する第１のアクセスポイントを通して、ネットワークに
接続することであって、前記第１のアクセスポイントを通した前記ネットワークへの接続
に応じて、前記装置は、完全認可を行う、ことと、
　その後、第２の無線アクセス技術を使用する第２のアクセスポイントを通した前記ネッ
トワークへの接続に切り替えることであって、前記第２のアクセスポイントを通した前記
ネットワークへの接続に応じて、前記装置は、高速認可を行い、前記高速認可は、前記完
全認可において行われた少なくとも１つの認証ステップを行わない、ことと
　を行わせる、装置。
【請求項２】
　前記第１および第２のアクセスポイントのうちの一方は、ＷｉＦｉアクセスポイントで
あって、前記第１および第２のアクセスポイントのうちの他方は、セルラーアクセスポイ
ントである、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記ＷｉＦｉアクセスポイントは、信頼または非信頼ＷＬＡＮのためのものである、請
求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記セルラーアクセスポイントは、ｅＮｏｄｅＢのためのものである、請求項２に記載
の装置。
【請求項５】
　前記第１のアクセスポイントに接続するための前記装置からの要求は、前記第１および
第２のアクセスポイントの両方との認証が所望されることのインジケーションを含む、請
求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記第１のアクセスポイントは、再認証ＩＤを前記装置に提供し、前記再認証ＩＤは、
高速再認証の間、前記第２のアクセスポイントに提供される、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記第１および第２のアクセスポイントは、単一ボックス内において統合サービス無線
ネットワーク（ＩＳＷＮ）として組み合わせられる、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　高速認証および前記完全認証の両方において、前記装置は、ホーム加入者サーバ（ＨＳ
Ｓ）ではなく、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）と相互作用する、請求項１に記載
の装置。
【請求項９】
　前記第１および第２のアクセスポイントのうちの一方は、ＷｉＦｉアクセスポイントで
あって、前記装置は、前記ＷｉＦｉアクセスポイントと前記ＭＭＥとの間を接続する、イ
ンターフェースを使用する、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記装置は、ユーザ機器である、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　プロセッサおよびメモリを備える装置であって、前記装置は、前記装置のメモリ内に記
憶されるコンピュータ実行可能命令をさらに含み、前記命令は、前記装置のプロセッサに
よって実行されると、前記装置に、
　第１の無線アクセス技術を使用する第１のアクセスポイントおよび第２の無線アクセス
技術を使用する第２のアクセスポイントのうちの１つを通したユーザ機器との接続に応じ
て、前記ユーザ機器との完全認可を実行することと、
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　その後、前記第１および第２のアクセスポイントのうちの他方を通した接続への切替に
応じて、高速認可を実行することであって、高速認証は、前記装置とユーザ機器との間の
相互認証ステップを要求しない、ことと
　を行わせる、装置。
【請求項１２】
　前記完全認証では、前記装置は、前記ユーザ機器に再認証ＩＤおよびアクセスネットワ
ーク識別のうちの少なくとも１つを提供する、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記高速認証では、前記装置は、認証および鍵共有（ＡＫＡ）を起動しない、請求項１
１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記装置は、ネットワーク機能である、請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記高速認証の両方は、前記ユーザ機器がホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）と相互作用す
ることを要求しない、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第１および第２のアクセスポイントのうちの一方は、ＷｉＦｉアクセスポイントで
あって、前記ネットワーク機能は、前記ＷｉＦｉアクセスポイントと前記ネットワーク機
能との間を接続する、インターフェースを使用する、請求項１１に記載の装置。
【請求項１７】
　装置による使用のための方法であって、前記装置は、プロセッサおよびメモリを備え、
前記装置はさらに、前記メモリ内に記憶されるコンピュータ実行可能命令を含み、前記命
令は、前記プロセッサによって実行されると、
　第１の無線アクセス技術を使用する第１のアクセスポイントを通してネットワークに接
続するステップであって、前記第１のアクセスポイントを通した前記ネットワークへの接
続に応じて、前記装置は、完全認可を行う、ステップと、
　その後、第２の無線アクセス技術を使用する第２のアクセスポイントを通した前記ネッ
トワークへの接続に切り替えるステップであって、前記第２のアクセスポイントを通した
前記ネットワークへの接続に応じて、前記装置は、高速認可を行い、前記高速認可は、前
記完全認可において行われた少なくとも１つの認証ステップを行わない、ステップと、
　を含む方法の機能を実行する、方法。
【請求項１８】
　前記装置は、ユーザ機器である、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　装置による使用のための方法であって、前記装置は、プロセッサおよびメモリを備え、
前記装置はさらに、前記メモリ内に記憶されるコンピュータ実行可能命令を含み、前記命
令は、前記プロセッサによって実行されると、
　第１の無線アクセス技術を使用する第１のアクセスポイントおよび第２の無線アクセス
技術を使用する第２のアクセスポイントのうちの１つを通したユーザ機器との接続に応じ
て、前記ユーザ機器との完全認可を行うステップと、
　その後、前記第１および第２のアクセスポイントのうちの他方を通した接続への切替に
応じて、高速認可を行うステップであって、高速認証は、前記装置とユーザ機器との間の
相互認証ステップを要求しない、ステップと、
　を含む方法の機能を実行する、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本願は、２０１５年６月５日に出願された米国仮特許出願第６２／１７１，４９７号の
利益を主張するものであり、該米国仮特許出願の開示は、その全体が開示されているのと
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同然に参照により本明細書中に援用される。
【背景技術】
【０００２】
　最近、モバイルネットワークオペレータ（ＭＮＯ）は、統合スモールセルおよびＷｉ－
Ｆｉ（ＩＳＷ）ネットワークを展開し、無線データ使用量の広範な増加に適応することに
大きな関心を示している。より具体的には、ＩＳＷネットワークは、ライセンススペクト
ル内のロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）スモールセルの展開とともに、アン
ライセンススペクトル内の無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）アクセスポイン
ト（ＡＰ）を活用する。ＩＳＷトピックは、第三世代パートナーシッププロジェクト（３
ＧＰＰ）、スモールセルフォーラム（ＳＣＦ）、および無線ブロードバンドアライアンス
（ＷＢＡ）等の規格化、研究者、および産業団体によって取り組まれている。そのような
膨大な関心は、ＩＳＷネットワークに対する種々のネットワークアーキテクチャ、加入者
サービスオプション、およびポリシ管理機構の開発を促すであろう。
【０００３】
　３ＧＰＰ　ＴＳ２３．４０２では、進化型パケットコア（ＥＰＣ）と非３ＧＰＰネット
ワーク（例えば、ＷＬＡＮ）との間のコアネットワーク（ＣＮ）ベースのインタワーキン
グのための３ＧＰＰ技術仕様が、導入されている。３ＧＰＰ　ＴＳ２３．４０２文書は、
信頼広域ネットワーク（ＴＷＡＮ）と３ＧＰＰ進化型パケットコア（ＥＰＣ）との間のイ
ンタワーキングのための完全なアーキテクチャ、インターフェース、アクセス、およびハ
ンドオーバプロシージャを提供する。図１は、ＴＷＡＮが３ＧＰＰ　ＥＰＣネットワーク
とインタワーキングするためのネットワークアーキテクチャを示す。示されるように、Ｔ
ＷＡＮは、Ｓ２ａインターフェースを介して、パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）Ｇ
Ｗにアクセスする。したがって、開発された３ＧＰＰ　ＥＰＣ－ＷＬＡＮインタワーキン
グアーキテクチャは、システム間ハンドオーバ（ロング・ターム・エボリューション（Ｌ
ＴＥ）からＷｉ－Ｆｉおよびその逆）をパケットデータネットワークゲートウェイ（Ｐ－
ＧＷ）において発生させ、これは、特に、予期される多数のスモールセル展開を伴って、
大きな負担をモバイルコアネットワーク（ＭＣＮ）に生じさせ得る。
【０００４】
　ＥＰＣの基本的アーキテクチャ原理は、データプレーンおよび制御プレーンを別個にハ
ンドリングすることであるため（すなわち、ＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ）、ＴＷＡＮ拡張を伴う、
モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）拡張は、システム間モビリティ管理信号伝達のた
めの論理選択肢を提供し得る一方、対応するＳ－ＧＷ拡張は、システム間ユーザプレーン
機能性をサポートし得る。モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）は、Ｓ－ＧＷがＬＴＥ
およびＷｉ－Ｆｉアクセスの両方のための共通ユーザプレーンゲートウェイとして機能す
ることを可能にしながら、ＬＴＥおよびＷｉ－Ｆｉアクセスの両方のための共通制御プレ
ーンエンティティに拡張され得る。図２に示される参照点Ｓ１ａ－ＭＭＥおよびＳ１ａ－
Ｕは、３ＧＰＰ　ＥＰＣ－ＷＬＡＮ統合アーキテクチャにおいて上記に導入されている。
ＭＭＥ２０２は、制御プレーン信号伝達のために、Ｓ１ａ－ＭＭＥ参照点を介してＷＬＡ
Ｎ　ＡＮ２０４に接続され、Ｓ１ａ－Ｕ参照点は、ユーザプレーンのために、ＷＬＡＮ　
ＡＮ２０４とサービングゲートウェイＳ－ＧＷ２０６との間に定義される。そのようなＭ
ＭＥ／Ｓ－ＧＷ統合アンカポイントを有することは、より効率的ハンドオーバプロシージ
ャにつながるであろう。
【０００５】
　これらの拡張は、ネットワークのエッジにより近づけてシステム間モビリティプロシー
ジャの実行をイネーブルにすることによって、性能を改良することができる。待ち時間は
、コアネットワークの深部、すなわち、ＰＤＮゲートウェイ（Ｐ－ＧＷ）２０８に向けて
の信号伝達プロシージャの必要性を最小限にすることによって低減され得る。これは、特
に、モバイルネットワークオペレータ（ＭＮＯ）がスモールセルおよびＷｉ－Ｆｉアクセ
スの両方を共通の地理的エリアにおいて展開するときに有益であり得る。スケーラビリテ
ィもまた、Ｐ－ＧＷ２０８処理負担を低減させることによって、例えば、いくつかのシス
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テム間モビリティ機能をＭＭＥ２０２およびＳ－ＧＷ２０６に分散させることによって改
良される。
【０００６】
　ＡＫＡアルゴリズムに関する総合的背景が、鍵生成階層を伴う、ユーザ機器（ＵＥ）２
１４とネットワークとの間の相互認証を含め、以下に与えられる。次いで、そのような一
般的認証および鍵共有（ＡＫＡ）アルゴリズムが、３ＧＰＰ（ＥＰＳ　ＡＫＡ）およびＷ
ＬＡＮ（ＥＡＰ－ＡＫＡ’）ネットワークに関して説明される。
【０００７】
　図３は、ＵＥ２１４と、ＭＭＥ２０２およびホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）２１０（ホ
ーム環境（ＨＥ）または認証センタ（ＡｕＣ）３０４）を含む、ネットワークとの間の相
互認証のために使用される、ＡＫＡプロシージャ（３ＧＰＰ　ＴＳ３３．１０２の第６．
３節）を描写する。示されるように、ＭＭＥは、「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ｄａ
ｔａ　ｒｅｑｕｅｓｔ」をＨＳＳ／ＡｕＣに送信する。それに応答して、ＨＳＳ／ＡｕＣ
は、複数の認証ベクトル（ＡＶ）を生成し、シーケンス番号（ＳＱＮ）に基づいて、それ
らを順序付ける。認証ベクトルは、乱数（ＲＡＮＤ）、予期される応答（ＸＲＥＳ）、暗
号鍵（ＣＫ）、保全性鍵（ＩＫ）、および認証トークン（ＡＵＴＮ）から成る。
【０００８】
　ＡＶを生成するプロセスは、図４に説明される。最初に、ＡｕＣ３０４は、新たなシー
ケンス番号、ＳＱＮ、および予測不能なチャレンジＲＡＮＤを生成することから開始する
。Ｋは、ユニバーサル加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ）上およびＡｕＣ３０４内に記憶
される永続鍵である。認証および鍵管理フィールド（ＡＭＦ）が、各認証ベクトルの認証
トークン内に含まれる。機能ｆ１およびｆ２は、それぞれ、メッセージ認証コード（ＭＡ
Ｃ）およびＸＲＥＳを生成する、メッセージ認証機能である。機能ｆ３、ｆ４、およびｆ
５は、ＣＫ、ＩＫ、および匿名鍵（ＡＫ）を生成するために使用される、鍵生成機能であ
る。ＡＫは、後者がユーザの識別および場所を暴露し得るため、シーケンス番号を隠蔽す
るために使用される匿名鍵である。最後に、認証トークンＡＵＴＮが、ＳＱＮ、ＡＫ、Ａ
ＭＦ、およびＭＡＣに基づいて形成される。各認証ベクトルは、ＭＭＥ２０２とＵＥ２１
４との間の１つのみのＡＫＡプロセスに対して有効である。
【０００９】
　図３に戻ると、いったんＡｕＣ／ＨＳＳは、ＡＶを生成すると、それらをＭＭＥ２０２
に送信する。その結果、ＭＭＥ２０２は、相互認証プロセスをＵＥ２１４と開始する。最
初に、ＭＭＥ２０２は、次の未使用認証ベクトルを認証ベクトルＡＶの順序付けられたア
レイから選択し、「ｕｓｅｒ　ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ」（ＲＡ
ＮＤ、ＡＵＴＮ）メッセージをＵＥに送信する。
【００１０】
　ＲＡＮＤおよびＡＵＴＮの受信に応じて、ＵＳＩＭ／ＵＥは、図５に示されるユーザ認
証プロシージャを適用する。最初に、ＵＳＩＭは、ＡＫを算出し、シーケンス番号ＳＱＮ
を読み出す。次に、予期されるＭＡＣ（ＸＭＡＣ）を計算する。ＵＳＩＭは、受信された
ＡＵＴＮが生成されたものと同一であることを検証することによって、より具体的には、
生成されたＸＭＡＣが受信されたＭＡＣと同一であって、受信されたＳＱＮが正しい範囲
内にあることを検証することによって、ネットワークを認証する。
【００１１】
　最後に、図３に戻ると、いったんＵＥ３０２は、ネットワークを認証すると、その生成
された応答（ＲＥＳ）をＭＭＥ２０２に送信する。次いで、ＭＭＥ２０２は、受信された
ＲＥＳとそのＸＲＥＳ（ＨＳＳによって生成され、そこから受信される）を比較する。Ｒ
ＥＳおよびＸＲＥＳが合致する場合、ＭＭＥ２０２は、ＵＥ３０２を認証する。このよう
に、ＵＥとネットワークとの間の相互認証およびＡＫＡプロセスは、正常に完了される。
最後に、ＵＥ２１４およびＭＭＥ２０２における残りの鍵、すなわち、ＣＫおよびＩＫが
、暗号ならびに保全性機能のためのより多くの鍵を導出するために利用される。
【００１２】
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　ＬＴＥに関して、「Ｕｓｅｒ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」は、
「ＮＡＳ：Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」内に実装される。同様に、
「Ｕｓｅｒ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」も、「ＮＡＳ：Ａｕｔ
ｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」内に実装される。ＷＬＡＮの場合、「Ｕｓ
ｅｒ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」は、「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡ
Ｐ－Ａｎｓｗｅｒ」および「ＥＡＰ－Ｒｅｑｕｅｓｔ／ＡＫＡ’－Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ」
メッセージを介して実装される。「Ｕｓｅｒ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐ
ｏｎｓｅ」は、「ＥＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ／ＡＫＡ’－Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ」および「
Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ｒｅｑｕｅｓｔ」を使用して実装される。
【００１３】
　ＵＥ２１４とＥＰＣネットワーク２１６との間のセキュリティプロシージャは、３ＧＰ
Ｐ　ＴＳ３３．４０１の第６節に詳細に説明されている。セキュリティプロシージャは、
初期アタッチメントプロシージャの基本的ステップである（３ＧＰＰ　ＴＳ２３．４０１
の第５．３．２節）。本項は、３ＧＰＰ　ＥＰＣにおける正確な認証関連メッセージに焦
点を当てる。特に、本項は、Ｓ６ａ参照点を経由してＭＭＥ２０２とＨＳＳ２１０との間
で交換されるダイアメータベースのメッセージに焦点を当てる。提示されるメッセージは
、図３に示される一般的「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ｄａｔａ　ｒｅｑｕｅｓｔ」
および「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ｄａｔａ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ」に対応する。
【００１４】
　ＭＭＥは、ＨＳＳのための認証ベクトルを要求するために、３ＧＰＰ　ＴＳ２９．２７
２の第５．２．３節に示されるように、ダイアメータベースの「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔ
ｉｏｎ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ｒｅｑｕｅｓｔ（ＡＩＲ）」コマンドをＳ６ａ参照点
を経由して送信する。ＡＩＲコマンドの関連属性－値対（ＡＶＰ）のうちのいくつかが、
表１に示される。ＵＥ３０２は、その「Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓ
ｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ（ＩＭＳＩ）」を使用して識別されるであろう。
「Ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ－ＥＵＴＲＡＮ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏ」ＡＶ
Ｐ（３ＧＰＰ　ＴＳ２９．２７２の第７．３．１１節）は、Ｅ－ＵＴＲＡＮのための認証
要求に関連する情報、すなわち、「Ｎｕｍｂｅｒ－Ｏｆ－Ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ－Ｖｅｃｔ
ｏｒｓ」、「Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ－Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ」、および「
Ｒｅ－ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏ」ＡＶＰを含有するものとする。サー
ビングネットワーク識別（ＳＮ　ＩＤ）とも称される、「Ｖｉｓｉｔｅｄ－ＰＬＭＮ－Ｉ
ｄ」ＡＶＰ（３ＧＰＰ　ＴＳ２９．２７２の第７．３．９節）は、モバイル国コード（Ｍ
ＣＣ）およびモバイルネットワークコード（ＭＮＣ）の連結を含有するものとする。
【表１】

【００１５】
　ＡＩＲコマンドに応答して、ＨＳＳは、３ＧＰＰ　ＴＳ２９．２７２の第５．２．３節
に示されるように、Ｓ６ａ参照点を経由して、「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆ
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する。表２は、ＡＩＡコマンドの関連ＡＶＰのうちのいくつかを提供する。「Ａｕｔｈｅ
ｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏ」ＡＶＰ（３ＧＰＰ　ＴＳ２９．２７２の第７．３．１７
節）は、複数の３ＧＰＰ　ＲＡＴのための要求される認証ベクトル、すなわち、「Ｅ－Ｕ
ＴＲＡＮ－Ｖｅｃｔｏｒ」、「ＵＴＲＡＮ－Ｖｅｃｔｏｒ」、および「ＧＥＲＡＮ－Ｖｅ
ｃｔｏｒ」を含有する。特に着目すべきものは、以下の認証情報、すなわち、「Ｉｔｅｍ
－Ｎｕｍｂｅｒ」、「ＲＡＮＤ」、「ＸＲＥＳ」、「ＡＵＴＮ」、および「ＫＡＳＭＥ」
を含む、Ｅ－ＵＴＲＡＮベクトルである、「Ｅ－ＵＴＲＡＮ－Ｖｅｃｔｏｒ」ＡＶＰ（３
ＧＰＰ　ＴＳ２９．２７２の第７．３．１８節）である。ＫＡＳＭＥは、アクセスセキュ
リティ管理エンティティ鍵（ＡＳＭＥ）である。
【表２】

【００１６】
　非３ＧＰＰアクセス認証信号伝達が、ＳＴａ参照点（ＴＷＡＮ－ＡＡＡサーバ）および
ＳＷｘ（ＡＡＡサーバ－ＨＳＳ）を横断して、３ＧＰＰ　ＡＡＡ２１２サーバ２１２を通
してＵＥ２１４とＨＳＳ２１０との間で実行される。最初に、ＵＥは、拡張認証プロトコ
ル（ＥＡＰ）認証プロセスをＴＷＡＮ２１８に向けて開始し、これは、ＥＡＰメッセージ
を３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２に転送する。３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２およびＨＳ
Ｓ２１０は、上記の図３で示される標準的ＡＫＡプロシージャに従って相互作用する。Ｅ
ＰＣネットワークへのＴＷＡＮのアクセスのためのＥＡＰ－ＡＫＡ’セキュリティプロシ
ージャは、ＴＳ３３．４０２の第６．２節に詳細に説明されている。以下は、上記の図３
で示される一般的「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ｄａｔａ　ｒｅｑｕｅｓｔ」および
「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ｄａｔａ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ」にマップする、ＡＡＡ
サーバ２１２とＨＳＳ２１０との間のダイアメータベースのメッセージの詳細を説明する
。
【００１７】
　３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２は、ＴＷＡＮ接続ＵＥ２１４を認証するために、ＳＷｘ
参照点を経由してダイアメータベースの「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」メッセージをＨＳＳ２１０に送信する。表３は、我々が着目する「Ａｕｔｈｅｎｔｉ
ｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージのいくつかのＡＶＰを示す。示されるように
、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２は、「ＩＭＳＩ」、「Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　Ａｕｔｈｅ
ｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｔｅｍｓ」、「Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔ
ｙ（＝ＷＬＡＮ）」、および「Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｙｐｅ（＝ＷＬＡＮ）」ＡＶＰを含む。
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【表３】

【００１８】
　３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２からの「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」メッセージへの応答として、ＨＳＳ２１０は、「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ａ
ｎｓｗｅｒ」メッセージをＡＡＡサーバ２１２に送信することによって応答する。「Ａｕ
ｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ａｎｓｗｅｒ」コマンドは、ＳＷｘ参照点を経由して送信さ
れる。ダイアメータベースの「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ａｎｓｗｅｒ」コマンド
の最も関連するＡＶＰは、表４に示される。示されるように、「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｄａｔａ」ＡＶＰを含み、そのコンテンツは、表５に示される。示されるように
、「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ」ＡＶＰは、全ての必要とされる認証／認
可パラメータ（ＲＡＮＤ、ＡＵＴＮ、ＸＲＥＳ）および鍵（ＣＫ、ＩＫ）を含有する。

【表４】

【表５】

【００１９】
　ＥＰＳ／Ｅ－ＵＴＲＡＮアクセスのための鍵階層は、図６に示される（３ＧＰＰ　ＴＳ
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３３．４０１）。示されるように、永続鍵Ｋは、ＵＥ（ＵＳＩＭ）およびネットワーク（
ＨＳＳ／ＡｕＣ３０４）の両方に記憶される。最初に、ＵＥ２１４およびＨＳＳ２１０の
両方は、中間鍵対ＣＫおよびＩＫを導出する。次いで、それらは、３ＧＰＰ　ＴＳ３３．
４０１の付属Ａ．２に説明されるように、ＣＫ、ＩＫ、およびサービングネットワーク識
別（ＳＮ　ＩＤ）を使用して、ＫＡＳＭＥを導出する。ＫＡＳＭＥは、その後、上記の表
２で説明された「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ａｎｓｗｅ
ｒ」メッセージを使用して、ＭＭＥ２０２に送信される。
【００２０】
　次いで、ＵＥ２１４およびＭＭＥ２０２は、３ＧＰＰ　ＴＳ３３．４０１の付属Ａ．７
に説明される鍵導出関数（ＫＤＦ）を使用して、ＮＡＳ鍵、すなわち、ＫＮＡＳｅｎｃ（
ＮＡＳ暗号化鍵）およびＫＮＡＳｉｎｔ（ＮＡＳ保全性保護鍵）を導出する。さらに、Ｍ
ＭＥ２０２およびＵＥ２１４は、３ＧＰＰ　ＴＳ３３．４０１の付属Ａ．３に定義される
ように、ＫＡＳＭＥおよびアップリンクＮＡＳ　ＣＯＵＮＴを使用して、ｅＮＢセキュリ
ティ鍵（ＫｅＮＢ）を導出する。その後、ｅＮＢは、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ
　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージ内に含有されるＫｅＮＢをＭＭＥ２０２から
受信する。最後に、ＵＥ２１４およびｅＮＢは、３ＧＰＰ　ＴＳ３３．４０１の付属Ａ．
７に説明されるＫＤＦを使用して、ユーザプレーン（ＫＵＰｉｎｔ、ＫＵＰｅｎｃ）およ
びＲＲＣ（ＫＲＲＣｉｎｔ、ＫＲＲＣｅｎｃ）伝送のための必要とされる鍵を導出する。
【００２１】
　ＭＭＥ２０２は、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」
メッセージを使用して、（ＫｅＮＢ）をｅＮＢに送信する。一般に、「Ｉｎｉｔｉａｌ　
Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージは、ＵＥコンテキストの設定
を要求するために送信される（ＴＳ３６．４１３の第９．１．４節）。「Ｓｅｃｕｒｉｔ
ｙ　Ｋｅｙ」情報要素（ＩＥ）（ＫｅＮＢ）は、セキュリティをｅＮＢ内に適用するため
に使用される（ＴＳ３６．４１３の第９．２．１．４１節）。
【００２２】
　本項では、図７に示される、ＴＷＡＮのためのＡＫＡ’鍵階層が、議論される。図６に
おけるＥＰＳシナリオと同様に、鍵対ＣＫおよびＩＫが、ＵＥ２１４およびＨＳＳにおい
て導出される。次いで、新しい対の鍵、すなわち、ＣＫ’およびＩＫ’が、「ａｃｃｅｓ
ｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ」を利用して導出される。３ＧＰＰ　ＴＳ３３．
４０２の付属Ａ．２は、ＣＫ’、ＩＫ’をＣＫ、ＩＫ、および「ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗ
ｏｒｋ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ」から導出する方法を示す。鍵ＣＫ’、ＩＫ’は、上記の表４
で説明された「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ａｎｓｗｅｒ」メッセージを使用して、
３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバに送信される。次いで、マスタ鍵（ＭＫ）が、以下のように、Ｕ
Ｅおよび３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバにおいて導出される（ＩＥＴＦ　ＲＦＣ５４４８の第３
．３節）：
ＭＫ＝ＰＲＦ’（ＩＫ’｜ＣＫ’，”ＥＡＰ－ＡＫＡ’”｜Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）
Ｋ＿ｅｎｃｒ＝ＭＫ［０．．１２７］；Ｋ＿ａｕｔ＝ＭＫ［１２８．．３８３］；Ｋ＿ｒ
ｅ＝ＭＫ［３８４．．６３９］；
ＭＳＫ＝ＭＫ［６４０．．１１５１］；ＥＭＳＫ＝ＭＫ［１１５２．．１６６３］
 
式中、ＰＲＦ’は、擬似乱数関数であって、Ｋ＿ｅｎｃｒは、１２８ビット暗号化鍵（デ
ータ暗号化のため）であって、Ｋ＿ａｕｔは、２５６ビット認証鍵（ＭＡＣのため）であ
って、Ｋ＿ｒｅは、２５６ビット再認証鍵（高速再認証のため）であって、ＭＳＫは、５
１２ビットマスタセッション鍵であって、ＥＭＳＫは、５１２ビット拡張マスタセッショ
ン鍵である。
【００２３】
　ＭＳＫは、ＥＡＰ方法ＩＥＴＦ　ＲＦＣ３７４８によってＴＷＡＮにエクスポートされ
る。より具体的には、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバは、ＩＥＴＦ　ＲＦＣ４０７２に議論され
るように、ダイアメータベースの「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ａｎｓｗｅｒ」（ＥＡＰ
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－ペイロード、ＥＡＰ－Ｍａｓｔｅｒ－Ｓｅｓｓｉｏｎ－Ｋｅｙ）メッセージを送信する
ことによって、ＭＳＫをＴＷＡＮにトランスポートする。「ＥＡＰ－Ｍａｓｔｅｒ－Ｓｅ
ｓｓｉｏｎ－Ｋｅｙ」ＡＶＰは、ＷＬＡＮリンクを経由して使用されるべきＭＳＫを表す
。
【００２４】
　ＵＥ２１４が１つのｅＮＢから別のｅＮＢへのハンドオーバを被る、ＬＴＥ間ハンドオ
ーバでは、ＵＥ２１４は、ネットワークに対して再び認証される必要はない。代わりに、
新しいＫｅＮＢのみ、ＵＥおよび標的ｅＮＢにおいて生成される。ＫｅＮＢを更新するた
めのプロシージャは、図８に示され、以下のように要約される（３ＧＰＰ　ＴＳ３３．４
０１の第７．２．８節）。最初に、ＵＥ２１４およびＭＭＥ２０２は、ＫＡＳＭＥ鍵を使
用して、ＫｅＮＢおよび次のＨｏｐパラメータ（ＮＨ）を導出するであろう。ＮＨ連鎖カ
ウンタ（ＮＣＣ）が、各ＫｅＮＢおよびＮＨパラメータと関連付けられる。ＭＭＥ２０２
は、ＫｅＮＢ鍵または｛ＮＨ、ＮＣＣ｝対をｅＮＢに送信することができる。ハンドオー
バ時、基礎ＫｅＮＢ＊が、最初に、ＫｅＮＢ（水平鍵導出）またはＮＨ（垂直鍵導出）の
いずれかを使用して導出される。最後に、ＮＨまたはＫｅＮＢはさらに、標的物理セルＩ
Ｄ（ＰＣＩ）およびそのダウンリンク進化型絶対無線周波数チャネル番号（ＥＡＲＦＣＮ
－ＤＬ）に結び付けられる。
【００２５】
　高速再認証は、ＥＰＣ２１６へのＴＷＡＮ２１８アクセスのために行われることができ
る。この場合、ＨＳＳ２１０は、完全認証の場合と同じように関わらないであろう。高速
再認証プロシージャは、ＵＥとＴＷＡＮとの間で使用されるべき新しいＭＳＫを生成する
ことを目的とする。３ＧＰＰ　ＴＳ３３．４０２の第６．３節は、これについて詳細に説
明している。
【００２６】
　「ＥＡＰ－Ｒｅｑｕｅｓｔ／ＡＫＡ’－Ｒｅａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ」メッセー
ジ（ＩＥＴＦ　ＲＦＣ４１８７の第９．７節）メッセージが、いったん３ＧＰＰ　ＡＡＡ
サーバが再認証ＩＤを受信すると、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバからＵＥに送信される。これ
は、以下の属性、すなわち、ＣＯＵＮＴＥＲ、ＮＯＮＣＥ、ＭＡＣ、および新しい再認証
ＩＤを含む。第１に、ＣＯＵＮＴＥＲは、１６ビット符号なし整数カウンタ値（ＩＥＴＦ
　ＲＦＣ４１８７の第１０．１６節）である。ＣＯＵＮＴＥＲは、完全認証プロシージャ
におけるものに初期化される。第２に、ＮＯＮＣＥは、本ＥＡＰ－ＡＫＡ’高速再認証の
ためにＡＡＡサーバによって新たに生成された乱数（１６バイト）である（ＩＥＴＦ　Ｒ
ＦＣ４１８７の第１０．１８節）。乱数は、ＵＥのためのチャレンジとして、また、新し
い鍵化材料のためのシード値として使用される。第３に、ＭＡＣ属性は、ＥＡＰパケット
を全体として網羅するメッセージ認証コード（ＭＡＣ）を含有する。ＭＡＣは、全体的Ｅ
ＡＰパケットにわたって計算され（この場合、ＮＯＮＣＥ）、随意のメッセージ特有のデ
ータと連結される（ＩＥＴＦ　ＲＦＣ４１８７の第１０．１５節）。最後に、新しい再認
証ＩＤが、次の高速再認証において使用されるであろう。
【００２７】
　高速再認証では、以下の鍵が、計算される（ＩＥＴＦ　ＲＦＣ５４４８）。
ＭＫ＝ＰＲＦ’（Ｋ＿ｒｅ，”ＥＡＰ－ＡＫＡ’ｒｅ－ａｕｔｈ”｜Ｉｄｅｎｔｉｔｙ｜
ＣＯＵＮＴＥＲ｜ＮＯＮＣＥ）
ＭＳＫ＝ＭＫ［０．．５１１］
式中、ＭＫは、マスタ鍵であって、ＰＲＦは、擬似乱数関数である。高速再認証時、同一
擬似乱数生成器が、使用され、新しいＭＳＫを生成することができる（ＩＥＴＦ　ＲＦＣ
４１８７）。Ｋ＿ｒｅは、先行完全認証からの再認証鍵であって、それに基づいて発生し
得る任意の高速再認証にわたって不変のままである。最後に、ＣＯＵＮＴＥＲおよびＮＯ
ＮＣＥが、サーバにおいて生成される。
【００２８】
　現在の３ＧＰＰインタワーキングアーキテクチャでは、ＲＡＴ間ハンドオーバを行うこ
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とを決定する、マルチＲＡＴ（ＬＴＥ／ＷＬＡＮ）ＵＥは、ハンドオーバを行う前に、完
全認証プロシージャを起動する必要があるであろう（ＴＳ２３．４０２）。スモールセル
がＷｉ－Ｆｉネットワークと共存するとき、ＵＥがＬＴＥとＷＬＡＮとの間の各ハンドオ
ーバにおいて完全な再認証を起動することを要求することは、非効率的である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　マルチＲＡＴ　ＵＥは、現在、ＨＳＳと認証を行うための２つの独立経路を有し（ＭＭ
Ｅまたは３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバのいずれかを介して）、反復認証メッセージをＨＳＳに
生じさせる。以下に説明される実施形態は、スモールセルおよびＷｉ－Ｆｉ認証のための
ＵＥとＨＳＳとの間の１つの統一認証経路を使用する。
【００３０】
　第１に、新しい３ＧＰＰ　ＥＰＣ－ＴＷＡＮインタワーキングアーキテクチャは、ＭＭ
ＥにマルチＲＡＴ　ＵＥからの認証要求を管理させる。言い換えると、３ＧＰＰ　ＡＡＡ
サーバは、ＩＳＷＮベースのＵＥからのいかなる認証プロシージャもハンドリングしない
であろう。そのために、新しい参照点、すなわち、ＳＴｂが、ＴＷＡＮとＭＭＥとの間に
追加される。
【００３１】
　第２に、新しい統一認証プロシージャが、追加され、ＩＳＷＮベースのマルチＲＡＴ　
ＵＥが、その現在のアクセスネットワーク（ＴＷＡＮまたはＨｅＮＢ）にかかわらず、Ｈ
ＳＳと直接認証されることを可能にする。統一認証プロシージャは、ＵＥとＭＭＥとの間
の相互認証をイネーブルにし、ＷＬＡＮおよびＬＴＥアクセスネットワークの両方のため
の鍵を提供する。ＴＷＡＮ開始およびＨｅＮＢ開始認証は両方とも、それぞれ、ＴＷＡＮ
またはＨｅＮＢのいずれかを介して、ＵＥによって行われることができる。
【００３２】
　第３に、ＲＡＴ間ハンドオーバシナリオのための新しい高速再認証プロシージャが、行
われる。再認証プロシージャは、要求される鍵を生成することのみに集中することによっ
て、相互認証ステップを簡略化する。言い換えると、高速再認証プロシージャは、再認証
プロセスにおいてＨＳＳを伴わず、これは、コアネットワーク上の負担を低減させる。Ｉ
ＳＷＮ内（ＴＷＡＮ／ＨｅＮＢおよびＨｅＮＢ－ＴＷＡＮ）およびＴＷＡＮ／ｅＮＢハン
ドオーバシナリオの両方が、説明される。
【００３３】
　最後に、認証プロシージャを実行するための種々の標準的プロトコルメッセージに対す
る拡張が、説明される。拡張されたメッセージは、Ｓ６ａ参照点（ＭＭＥ－ＨＳＳ）を経
由して、後続層、プロトコル、および参照点：ＲＲＣ、Ｓ１－ＡＰ、ＮＡＳ、ＥＡＰ、お
よびダイアメータに及ぶ。
【００３４】
　これらの変更は、既存の３ＧＰＰインタワーキングアーキテクチャに取って代わる必要
はない。むしろ、それらは、スモールセルおよびＷｉ－Ｆｉネットワークが緊密に統合さ
れるときに使用され得る、より効率的代替を提供することができる。
【００３５】
　本書における実施例は、ＬＴＥ等のライセンススペクトルで動作する無線アクセス技術
とＷｉ－Ｆｉ等のアンライセンスで動作する無線アクセス技術との間のハンドオーバに対
処するが、本概念は、任意の２つの無線アクセス技術間のハンドオーバに適用されること
ができることを理解されたい。
【００３６】
　本概要は、発明を実施するための形態において以下でさらに説明される、一連の概念を
簡略化形態において導入するために提供される。本概要は、請求される主題の主要な特徴
または不可欠な特徴を識別することを意図しておらず、また、請求される主題の範囲を限
定するために使用されることも意図していない。さらに、請求される主題は、本開示の任
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意の部分に記載される一部または全ての不利点を解決するという限界にも限定されない。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
　より詳細な理解が、添付図面と併せて一例として挙げられる、以下の説明から取得され
得る。
【００３８】
【図１】図１は、ＥＰＣへの信頼ＷＬＡＮアクセスのための非ローミングアーキテクチャ
を図示する、略図である。
【図２】図２は、太字の付加的参照点で３ＧＰＰ　ＥＰＣ－ＷＬＡＮ　ＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ
アンカされたＩＳＷＮアーキテクチャを図示する、略図である。
【図３】図３は、認証および鍵共有（ＡＫＡ）を図示する、略図である。
【図４】図４は、認証ベクトルの生成を図示する、略図である。
【図５】図５は、ＵＳＩＭにおけるユーザ認証機能を図示する、略図である。
【図６】図６は、Ｅ－ＵＴＲＡＮのための鍵階層を図示する、略図である。
【図７】図７は、ＴＷＡＮのための鍵階層を図示する、略図である。
【図８】図８は、ハンドオーバ鍵連鎖のためのモデルを図示する、略図である。
【図９】図９は、ＩＳＷＮ　ＵＥのための２つのパラレル認証経路を図示する、略図であ
る。
【図１０】図１０は、ＩＳＷＮにおける頻繁なＴＷＡＮ－ＨｅＮＢハンドオーバのコール
フローを図示する、略図である。
【図１１】図１１は、統一認証統合ＥＰＣ－ＴＷＡＮアーキテクチャを図示する、略図で
ある。
【図１２】図１２は、ＨｅＮＢベースの統一認証／アタッチメントプロシージャのコール
フローを図示する、略図である。
【図１３】図１３は、ＴＷＡＮベースの統一認証／アタッチメントプロシージャのコール
フローを図示する、略図である。
【図１４】図１４は、高速再認証プロシージャを用いたＨｅＮＢ／ＴＷＡＮハンドオーバ
のコールフローを図示する、略図である。
【図１５】図１５は、ＥＡＰ－ＲＰに基づく再認証のコールフローを図示する、略図であ
る。
【図１６】図１６は、高速再認証プロシージャを用いたＴＷＡＮ／ＨｅＮＢハンドオーバ
のコールフローを図示する、略図である。
【図１７】図１７は、高速再認証プロシージャを用いたＴＷＡＮ／ｅＮＢハンドオーバの
コールフローを図示する、略図である。
【図１８】図１８は、統合ＥＰＣおよび非信頼ＷＬＡＮネットワークアーキテクチャを図
示する、略図である。
【図１９】図１９は、非信頼ＷＬＡＮ（下側）および信頼ＷＬＡＮ（上側）シナリオにお
けるＵＥ－ＨＳＳ経路を図示する、略図である。
【図２０】図２０は、本発明の実施形態と併用するための例示的グラフィカルユーザイン
ターフェースを図示する、略図である。
【図２１Ａ】図２１Ａは、ＩｏＴイベント管理システムおよび方法の１つまたはそれを上
回る開示される実施形態が実装され得る、例示的マシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）またはモノ
のインターネット（ＩｏＴ）通信システムの略図である。
【図２１Ｂ】図２１Ｂは、図２１Ａに図示されるＭ２Ｍ／ＩｏＴ通信システム内で使用さ
れ得る、例示的アーキテクチャの系統図である。
【図２１Ｃ】図２１Ｃは、図２１Ａに図示される通信システム内で使用され得る、例示的
Ｍ２Ｍ／ＩｏＴ端末またはゲートウェイデバイスの系統図である。
【図２１Ｄ】図２１Ｄは、図２１Ａの通信システムの側面が具現化され得る、例示的コン
ピューティングシステムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
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【００３９】
　図９は、ＩＳＷＮを介してＥＰＣ２１６にアクセスするマルチＲＡＴ　ＵＥ２１４のた
めの２つの異なる認証経路を描写する。ＵＥ２１４は、上側経路上でのＬＴＥ接続のため
に、ＨｅＮＢ２２０およびＭＭＥ２０２を通して、ＨＳＳ２１０とＡＫＡアルゴリズムを
行う、または下側経路上でのＷＬＡＮ接続のために、ＴＷＡＮおよびＡＡＡサーバを通し
て、ＨＳＳ２１０とＡＫＡアルゴリズムを執行する。ＵＥ２１４がＲＡＴ間ハンドオーバ
を行うとき、ＭＭＥ２０２またはＡＡＡサーバ２１２のいずれかを介して、ＨＳＳ２１０
との認証プロシージャを再実行する必要がある。ＭＭＥ２０２および３ＧＰＰ　ＡＡＡサ
ーバ２１２の役割は、類似する。
【００４０】
　統合スモールセル／Ｗｉ－Ｆｉネットワークでは、ＭＭＥ２０２およびＡＡＡサーバ２
１２の両方によって提供される類似機能性を用いて、各ハンドオーバイベントにおいて完
全認証プロシージャを再実行することは非効率的である。
【００４１】
　図９に図示される機能性は、以下に説明される図２１Ｃまたは２１Ｄに図示されるもの
の１つ等、無線デバイスまたは他の装置（例えば、サーバ、ゲートウェイ、デバイス、ま
たは他のコンピュータシステム）のメモリ内に記憶され、そのプロセッサ上で実行する、
ソフトウェア（すなわち、コンピュータ実行可能命令）の形態で実装されてもよいことを
理解されたい。また、図９に図示される機能性は、仮想ネットワーク機能のセットとして
実装されてもよいことを理解されたい。ネットワーク機能は、必ずしも、直接通信しなく
てもよく、むしろ、それらは、転送またはルーティング機能を介して通信してもよい。ま
た、図９に図示される機能性は、仮想ネットワーク機能のセットとして実装されてもよい
ことを理解されたい。ネットワーク機能は、必ずしも、直接通信しなくてもよく、むしろ
、それらは、転送またはルーティング機能を介して通信してもよい。
【００４２】
　図１０は、本プロシージャを詳細に説明する。最初に、ＵＥ２１４が、電源が投入され
、ＬＴＥを使用することを所望すると仮定されたい。図１０のステップ１では、ＵＥ２１
４は、ＨｅＮＢを介して、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」プロシージャをＭＭＥ２０
２に向けて開始する。それに応答して、図１０のステップ２では、ＭＭＥ２０２は、「Ａ
ｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージをＨＳＳ２１０に送信する。
図１０のステップ３では、ＨＳＳ２１０は、ＡＫＡアルゴリズムを起動し、認証ベクトル
および中間鍵を生成する。
【００４３】
　図１０のステップ４では、ＨＳＳは、認証ベクトルおよび鍵をＭＭＥに送信する。次い
で、ＭＭＥは、必要とされる鍵を導出する。図１０のステップ６では、ＵＥ２１４とＭＭ
Ｅ２０２との間の相互認証プロシージャが、実行され、その間、ＵＥは、ＡＫＡアルゴリ
ズムを起動し、必要とされる鍵および検証を生成する。図１０のステップ７では、いった
ん認証が完了すると、ＭＭＥは、セッション作成プロシージャをＳ－ＧＷ／Ｐ－ＧＷに向
けて開始する。その結果、ＧＴＰトンネルが、ＨｅＮＢ２２０とＳ－ＧＷ／Ｐ－ＧＷ１０
０２との間に確立される。さらに、図１０のステップ８では、無線およびアクセスベアラ
確立のためのＬＴＥプロシージャが、ＵＥ２１４、ＨｅＮＢ２２０、およびＭＭＥ２０２
間で行われる。
【００４４】
　しばらくして、図１０のステップ９では、ＵＥ２１４は、ＷＬＡＮを発見し、ＴＷＡＮ
２１８にハンドオーバを行うことを所望する。故に、図１０のステップ１０では、ＵＥ２
１４は、ＴＷＡＮ２１８との接続を開始するであろう。図１０のステップ１１では、ＴＷ
ＡＮ２１８およびＵＥ２１４は、初期ＥＡＰ認証プロシージャを有するであろう。いった
ん完了すると、図１０のステップ１４および１５では、「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ」が、ＡＡＡサーバ２１２およびＨＳＳ２１０に向けて送信される。Ｍ
ＭＥ２０２および３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２の役割は、図１０のステップ２および１
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３におけるものと類似する。図１０のステップ１４では、ＨＳＳ２１０は、ＡＫＡアルゴ
リズムを起動し（ステップ３に類似する）、認証ベクトルおよび中間鍵を生成する。これ
らの認証ベクトルは、ＵＥ２１４を認証するために必要とされ、これは、上記の図１０の
ステップ６においてすでに認証されている。
【００４５】
　図１０のステップ１５では、ＨＳＳ２１０は、認証ベクトルおよび鍵をＡＡＡサーバに
送信する。故に、ステップ１６では、ＡＡＡサーバ２１２は、必要とされる鍵を導出する
。再び、ＭＭＥ２０２および３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２の役割は、図１０のステップ
５および１６におけるものと類似する。次いで、図１０のステップ１７では、図１０のス
テップ６におけるものに類似する相互認証が、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２とＵＥ２１
４との間で行われるであろう。本プロシージャは、図１０のステップ６と同様に、ＵＥ２
１４側における鍵生成を含む。その結果、図１０のステップ１８では、ＴＷＡＮ２１８は
、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２を介して（Ｓ２ａ参照点を経由して）、「セッション作
成」プロシージャをＳ－ＧＷ／Ｐ－ＧＷ１００２に向けて開始し、これは、ＴＷＡＮ２１
８とＳ－ＧＷ／Ｐ－ＧＷ１００２との間のＧＴＰトンネルを有することによって完結され
る。代替として、ＴＷＡＮ２１８は、Ｓ１ａ－ＭＭＥ参照点（図２に示される）を経由し
て、ＭＭＥ２０２を介してセッション作成を開始することができる。最後に、図１０のス
テップ１９では、認証プロシージャが、完了され、ＷＬＡＮ接続が、確立される。
【００４６】
　図１０から、ＬＴＥアクセスを使用しているＵＥ２１４が、ＴＷＡＮ２１８にハンドオ
ーバすることを所望する場合、現在の規格では、認可のために、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ
２１２を介して、ＨＳＳ２１０に再びコンタクトするであろう。言い換えると、図１０は
、ＩＳＷＮ内ＲＡＴ間ハンドオーバにおける冗長認証プロシージャを明確にする。より正
確には、図１０におけるハンドオーバプロシージャの短所は、以下である。
１．   ＨＳＳ２１０は、図１０のステップ３および１４におけるように、２回、ＡＫＡ
アルゴリズムを起動し、認証ベクトルを生成する。
２．   ＵＥ２１４は、図１０のステップ６および１７におけるように、２回、ＡＫＡア
ルゴリズムを起動し、認証ベクトルを生成する。
３．   ＵＥ２１４およびＥＰＣ２１６は、図１０のステップ１７および６におけるよう
に、２回、メッセージの相互認証セットを交換する。
【００４７】
　本問題の観察において、ＩＳＷＮのＨｅＮＢ側にアタッチされているＵＥ２１４が、Ｉ
ＳＷＮのＴＷＡＮ側にハンドオーバすることを所望する場合、ＡＡＡサーバ２１２を介し
て、再び、ＨＳＳ２１０と完全認証プロシージャを行う必要はない。前述の使用例に基づ
いて、本開示において検討される問題は、以下のように述べられ得る。
・どのようにして、ＬＴＥおよびＷＬＡＮの両方のために、ＩＳＷＮにアタッチされたＵ
Ｅ２１４をＥＰＣ２１６と一度に認証を行い、ＥＰＣ２１６内のＨＳＳ２１０向け反復メ
ッセージングを低減させるか？
この場合、ＩＳＷＮ内ＲＡＴ間ハンドオーバにおいて完全認証プロシージャを起動する必
要はなくなるであろう。代わりに、高速再認証プロシージャを有することになるであろう
。
・どのようにして、ＲＡＴ間ハンドオーバシナリオにおいて高速再認証を実施するか？
例えば、ＨＳＳ２１０は、再認証プロセスに関わることが必要とされなくなり得る。
【００４８】
図１０に図示されるステップを行うエンティティは、無線および／またはネットワーク通
信のために構成される装置または図２１Ｃまたは図２１Ｄに図示されるもの等、コンピュ
ータシステムのメモリ内に記憶され、そのプロセッサ上で実行する、ソフトウェア（すな
わち、コンピュータ実行可能命令）の形態で実装され得る、論理エンティティであり得る
ことを理解されたい。すなわち、図１０に図示される方法は、図２１Ｃまたは図２１Ｄに
図示される装置もしくはコンピュータシステム等の装置のメモリ内に記憶される、ソフト
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ウェア（すなわち、コンピュータ実行可能命令）の形態で実装されてもよく、そのコンピ
ュータ実行可能命令は、装置のプロセッサによって実行されると、図１０に図示されるス
テップを行う。また、図１０に図示される機能性は、仮想ネットワーク機能のセットとし
て実装されてもよいことを理解されたい。ネットワーク機能は、必ずしも、直接通信しな
くてもよく、むしろ、それらは、転送またはルーティング機能を介して通信してもよい。
また、図１０に図示される任意の伝送および受信ステップは、装置のプロセッサおよびそ
れが実行するコンピュータ実行可能命令（例えば、ソフトウェア）の制御下で装置の通信
回路によって行われ得ることを理解されたい。また、図１０に図示される機能性は、仮想
ネットワーク機能のセットとして実装されてもよいことを理解されたい。ネットワーク機
能は、必ずしも、直接通信しなくてもよく、むしろ、それらは、転送またはルーティング
機能を介して通信してもよい。
【００４９】
　図１１は、ＥＰＣ－ＴＷＡＮ統合のためのインタワーキングアーキテクチャを示す。修
正されたメッセージを伴う既存の参照点は、Ｕｕ、ＳＷｕ、Ｓ１－ＭＭＥ、およびＳＧａ
である。図２に前述された付加的参照点は、Ｓ１ａ－ＭＭＥおよびＳ１ａ－Ｕである。新
しい参照点ＳＴｂが、ＴＷＡＰ２２４とＭＭＥ２０２との間に追加される。図１１は、Ｉ
ＳＷＮ２３０内に統合されたＨｅＮＢ２２０およびＴＷＡＮ２１８を示す。本開示に提示
される概念はまた、ＨｅＮＢスモールセル２２０およびＴＷＡＮ２１８が同一物理ボック
ス内に統合される場合にも適用可能である。
【００５０】
　本実施例では、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２は、利用されないであろう。代わりに、
認証プロシージャのために、ＴＷＡＰ２２４が、新しいＳＴｂ参照点を介して、ＭＭＥ２
０２に接続されるであろう。セッション管理（ＳＭ）プロシージャに関して、図２と同様
に、ＴＷＡＮ２１８（この場合、ＴＷＡＧ２３２）が、それぞれ、Ｓ１ａ－ＭＭＥおよび
Ｓ１ａ－Ｕ参照点を介して、ＭＭＥ２０２およびＳ－ＧＷ２０６に接続されるであろう。
【００５１】
　統一認証プロシージャは、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２をバイパスし、ＩＳＷＮ２３
０の認証のために、ＨＳＳ２１０およびＭＭＥ２０２のみを使用することができる。しか
しながら、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２は、依然として、統一認証のために許可されな
い他のネットワークの認証のために同一ネットワーク内に共存する、または統一認証がサ
ポートされないときに使用されることができる。最後に、我々は、そのようなインタワー
キングアーキテクチャが、ＣＤＭＡ２０００等の３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２を利用す
る他の非３ＧＰＰシステムに一般化されることができると指摘する。
【００５２】
　図１１に示されたように、ＩＳＷＮ２３０は、ＴＷＡＮ２１８およびＨｅＮＢ２２０か
ら成る。我々は、各アクセスノード（ＨｅＮＢ２２０またはＴＷＡＮ２１８）がＩＳＷＮ
２３０についてのいくつかのパラメータを用いて構成されると仮定する。これらの構成パ
ラメータは、Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークタイプ（３ＧＰＰ　ＴＳ３３．４０１における
ように）およびＷＬＡＮアクセスネットワーク識別（３ＧＰＰ　ＴＳ２４．３０２におけ
るように）を含めることを目的とする。表６は、追加された構成パラメータを描写する。
示されるように、第１に、「Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｙｐｅ」が、「ＩＳＷＮ」としての統合性
質を示すために追加される。第２に、我々は、ＩＳＷＮ２３０のＨｅＮＢ側の「Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ　Ｔｙｐｅ」が「Ｅ－ＵＴＲＡＮ」であるように含める。最後に、我々は、ＴＷＡ
Ｎ２１８側の「Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ」がＷＬＡＮであるよ
うに示す。これらのＩＳＷＮ構成パラメータは、ＨｅＮＢ２２０およびＴＷＡＮ２１８の
両方に記憶され、それらのいずれかによって、認証／アタッチメントプロシージャ内でＭ
ＭＥ２０２に送信されるであろう。
【００５３】
　図１１に図示される機能性は、以下に説明される図２１Ｃまたは２１Ｄに図示されるも
のの１つ等、無線デバイスまたは他の装置（例えば、サーバ、ゲートウェイ、デバイス、



(16) JP 2018-517368 A 2018.6.28

10

20

30

40

50

または他のコンピュータシステム）のメモリ内に記憶され、そのプロセッサ上で実行する
、ソフトウェア（すなわち、コンピュータ実行可能命令）の形態で実装されてもよいこと
を理解されたい。また、図１１に図示される機能性は、仮想ネットワーク機能のセットと
して実装されてもよいことを理解されたい。ネットワーク機能は、必ずしも、直接通信し
なくてもよく、むしろ、それらは、転送またはルーティング機能を介して通信してもよい
。また、図１１に図示される機能性は、仮想ネットワーク機能のセットとして実装されて
もよいことを理解されたい。ネットワーク機能は、必ずしも、直接通信しなくてもよく、
むしろ、それらは、転送またはルーティング機能を介して通信してもよい。
【表６－１】

【表６－２】

統一認証プロシージャ
【００５４】
　本項では、我々は、ＵＥ２１４およびネットワークがＩＳＷＮ２３０のＲＡＴの両方の
ための完全ＡＫＡアルゴリズムを行うことを可能にする、統一認証プロシージャを導入す
る。認証ステップは、初期アタッチメントプロシージャにおける最初の重要なステップで
ある。故に、我々は、初期アタッチメントプロセスの一部として、認証プロシージャを説
明するであろう。我々は、ＵＥ２１４がＩＳＷＮ２３０のＴＷＡＮ２１８またはＨｅＮＢ
２２０に向けてアタッチメントを開始するかどうかに応じて、２つの場合を網羅するであ
ろう。
ＨｅＮＢベースの統一認証／アタッチメントプロシージャ
【００５５】
　本項では、我々は、ＵＥ２１４がＨｅＮＢ２２０を介してＩＳＷＮ２３０へのアタッチ
メントを開始するであろうと仮定する。故に、我々は、ＵＥ２１４に、ＭＭＥ２０２を介
して相互にＨＳＳ２１０と認証させることを目的とする。さらに、Ｅ－ＵＴＲＡＮおよび
ＷＬＡＮ２１８の両方のための鍵材料が、導出されるはずである。統一プロシージャは、
表６におけるＩＳＷＮ構成パラメータを考慮して、一度のみ、ＡＫＡアルゴリズムを起動
することに依存する。
【００５６】
　図１２は、ＨｅＮＢベースの統一認証／アタッチメントプロシージャのコールフローを
描写し、以下のように説明されることができる。
【００５７】
　図１２のステップ１では、ＵＥ２１４は、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３３１の第５．３．３
節に説明されるように、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ
」プロシージャを実施することによって、ＨｅＮＢ２２０と接続を確立することを開始す
る。より正確には、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージをＨ
ｅＮＢ２２０に送信する。それに応答して、ＨｅＮＢ２２０は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ」メッセージをＵＥ２１４に送信する。
【００５８】
　図１２のステップ２では、その結果、ＵＥ２１４は、ＮＡＳ「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ」（古いＧＵＴＩ、古いＧＵＴＩ　Ｔｙｐｅ、ＵＥ　Ｃｏｒｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　
Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ、Ａｔｔａｃｈ　Ｔｙｐｅ等）コンテンツを搬送する、「ＲＲＣ　
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Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」（ＮＡＳ：Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ、ＧＵＭＭＥＩ、Ｕｎｉｆｉｅｄ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ）メッセー
ジをＨｅＮＢに送信する。「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージ内に含まれる情
報要素のリストは、３ＧＰＰ　ＴＳ２３．４０１の第５．３．２節に述べられており、ま
た、３ＧＰＰ　ＴＳ２４．３０１の表８．２．４．１に列挙されている。グローバル一意
一時識別（ＧＵＴＩ）は、３ＧＰＰ　ＴＳ２３．００３に定義されるように、ＭＭＥ２０
２によってＵＥ２１４に配分される。ＵＥ２１４が有効な古いＧＵＴＩを有していない場
合、ＩＭＳＩが、代わりに含まれるものとする。「ＵＥ　Ｃｏｒｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃ
ａｐａｂｉｌｉｔｙ」情報要素は、サポートされるＡＳおよびＮＡＳセキュリティプロシ
ージャのインジケーションを含む。「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」ＮＡＳコンテンツ
に加え、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」メッセージ
もまた、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３３１の第６．２．２節に示されるように、選択されたネ
ットワークおよび古いグローバル一意ＭＭＥ識別子（ＧＵＭＭＥＩ）を示す、ＲＲＣパラ
メータを搬送する。
【００５９】
　新しい「Ｕｎｉｆｉｅｄ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ」情報要素が、「ＲＲＣ　Ｃ
ｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」メッセージに追加される。本新し
い情報要素は、ＵＥ１４によって使用され、ＨｅＮＢ２２０に対してＩＳＷＮのＴＷＡＮ
側も含む統一認証を行うことのその所望を示す。我々は、そのようなＩＥを追加すること
によって、典型的認証プロシージャを行い得るため、ＵＥ２１４が後方互換性となるであ
ろうと指摘する。同様に、図１２のステップ１では、新しい情報要素、すなわち「Ｕｎｉ
ｆｉｅｄ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ」が、ＨｅＮＢ２２０からＵＥ２１４への「Ｒ
ＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ」メッセージ内に追加される。そのような情報
要素は、ＨｅＮＢ２２０によって使用され、統一認証プロシージャのためのそのサポート
をＵＥ２１４に示す。
【００６０】
　図１２のステップ３では、ＨｅＮＢ２２０は、「古いＧＵＭＭＥＩ」情報要素を使用し
て、ＭＭＥ２０２を受信された「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ　Ｃｏｍｐ
ｌｅｔｅ」メッセージから抽出する。次いで、ＨｅＮＢ２２０は、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｕ
Ｅ　Ｍｅｓｓａｇｅ」（ＮＡＳ－ＰＤＵ、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、ＣＳＧ　
ＩＤ、Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｙｐｅ、Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）メ
ッセージをＭＭＥ２０２に送信する。オリジナルＳ１－ＭＭＥ「Ｉｎｉｔｉａｌ　ＵＥ　
ｍｅｓｓａｇｅ」制御メッセージは、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．４１３の第８．６．２．１節
に提示されている。ＣＳＧ　ＩＤは、限定加入者グループ（ＣＳＧ）の識別子を示す。
【００６１】
　我々は、ＨｅＮＢ２２０がその統合ＴＷＡＮ２１８についてのいくつかの情報を送信す
ると仮定する。そのような情報は、いったんＩＳＷＮが確立されると、ＨｅＮＢ２２０お
よびＴＷＡＮ２１８の両方において構成されることができる。より具体的には、ＨｅＮＢ
２２０は、「Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｙｐｅ＝ＩＳＷＮ」および「Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ＝ＷＬＡＮ」を搬送する、「Ｉｎｉｔｉａｌ　ＵＥ　Ｍｅｓｓａｇ
ｅ」メッセージをＭＭＥ２０２に送信するであろう。「Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　
Ｉｄｅｎｔｉｔｙ＝ＷＬＡＮ」は、ＴＷＡＮ側を表す（３ＧＰＰ　ＴＳ２４．３０２の表
８．１．１．２）。さらに、我々は、ＵＥ２１４がＩＳＷＮ２３０（ＴＷＡＮ２１８およ
びＨｅＮＢ２２０）に接続されていることをＭＭＥ２０２に知らせるためのＩＳＷＮの新
しい「Ａｃｃｅｓｓ　ｔｙｐｅ」を定義する。
【００６２】
　図１２のステップ４では、ＥＰＳセキュリティパラメータ（ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉ
ｏｎ、ＮＡＳ　ｓｅｃｕｒｉｔｙ　ｓｅｔｕｐ）を確立するために、ＭＭＥ２０２は、Ａ
ＫＡプロシージャを開始する。特に、ＭＭＥ２０２は、「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ
－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ｒｅｑｕｅｓｔ」（ＩＭＳＩ、ＰＬＭＮ－ＩＤ、Ｒｅｑｕｅ
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ｓｔｅｄ－ＥＵＴＲＡＮ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏ、Ａｃｃｅｓｓ　Ｔ
ｙｐｅ、Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）メッセージをＨＳＳ２１０
に送信する。ＰＬＭＮ－ＩＤまたはＳｅｒｖｉｎｇ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ
（ＳＮＩＤ）識別は、ＭＣＣ＋ＭＮＣと等しい。「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージの標準的ＡＶＰは、上記の表１に示さ
れる。
【００６３】
　「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセ
ージは、ＴＷＡＮ２１８側の「Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｙｐｅ＝ＩＳＷＮ」および「Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ＝ＷＬＡＮ」を含むように拡張される。
【００６４】
　図１２のステップ５では、「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
－Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージの受信に応じて、ＨＳＳ２１０は、ＡＫＡプロシージャを
起動する。その結果、ＨＳＳ２１０は、ＲＡＮＤ、ＸＲＥＳ、ＣＫ、ＩＫ、およびＡＵＴ
Ｎから成る、認証ベクトル（ＡＶ）を生成する。
【００６５】
　図１２のステップ６では、加えて、Ｅ－ＵＴＲＡＮのために、ＣＫ、ＩＫ、およびＳＮ
　ＩＤのセットが、暗号鍵導出関数（ＫＤＦ）にフィードされ、上記の図６に示されたよ
うに、新しい鍵、すなわち、ＫＡＳＭＥを生成する。
【００６６】
　図１２のステップ７ではさらに、ＷＬＡＮ２１８のために、ＣＫ、ＩＫ、ａｃｃｅｓｓ
　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ、およびｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｎｕｍｂｅｒ（ＳＱＮ
）のセットが、暗号ＫＤＦにフィードされ、上記の図７に示されたように、新しい対の鍵
、すなわち、ＣＫ’およびＩＫ’を生成する。
【００６７】
　図１２のステップ８では、いったんＨＳＳ２１０がＡＶおよび鍵を生成すると、それら
を「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ａｎｓｗｅｒ」（ＲＡＮ
Ｄ、ＡＵＴＮ、ＸＲＥＳ、ＫＡＳＭＥ、ＣＫ’、ＩＫ’、ｒｅ－ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔ
ｉｏｎ　ＩＤ）メッセージ内でＭＭＥ２０２に転送する。「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏ
ｎ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ａｎｓｗｅｒ」メッセージの標準的ＡＶＰは、上記の表２
に示されている。
【００６８】
　３つの情報要素が、「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ａｎ
ｓｗｅｒ」メッセージに追加され、それらは、ＣＫ’およびＩＫ’である。
【００６９】
　図１２のステップ９では、ＭＭＥ２０２は、ＮＡＳ暗号化（ＫＮＡＳｅｎｃ）、ＮＡＳ
保全性（ＫＮＡＳｉｎｔ）、およびまた、ＨｅＮＢセキュリティ鍵（ＫｅＮＢ）のために
必要とされる鍵を生成する。上記の図６に示されたように、これらの鍵は、図１２のステ
ップ８においてＨＳＳ２１０から前もって受信された中間鍵ＫＡＳＭＥに基づいて生成さ
れる。
【００７０】
　図１２のステップ１０では、同様に、ＷＬＡＮのために、ＭＭＥ２０２は、図７に提示
されるＷＬＡＮ２１８のための全ての必要とされる鍵、すなわち、Ｋ＿ｅｎｃｒ、Ｋ＿ａ
ｕｔ、Ｋ＿ｒｅ、ＭＳＫ、およびＥＭＳＫを生成する。これらの鍵は、図１２のステップ
８においてＨＳＳから前もって受信された中間鍵ＣＫ’およびＩＫ’に基づいて導出され
る。
【００７１】
　ＭＭＥ２０２は、全ＷＬＡＮ鍵（Ｋ＿ｅｎｃｒ、Ｋ＿ａｕｔ、Ｋ＿ｒｅ、ＭＳＫ、およ
びＥＭＳＫ）を生成することができる。そのような鍵生成機能は、３ＧＰＰ　ＡＡＡサー
バ２１２からＭＭＥ２０２に移動される。
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【００７２】
　図１２のステップ１１では、いったんＡＶがＨＳＳ２１０から受信され、Ｅ－ＵＴＲＡ
ＮおよびＷＬＡＮ鍵が生成されると、ＭＭＥ２０２は、ＮＡＳ「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージを送信することによって、ＵＥ２１４と相互認証プ
ロセスを開始する。したがって、最初に、ＭＭＥ２０２は、「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」（ＲＡＮＤ、ＡＵＴＮ、ｒｅ－ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　
ＩＤ、Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）メッセージをＨｅＮＢ２２０
に送信する。ＮＡＳ「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージの情
報要素の完全なリストは、３ＧＰＰ　ＴＳ２４．３０１の表８．２．７．１に示されてい
る。再認証ＩＤは、後に、ＩＳＷＮ２３０のＴＷＡＮ２１８側に接続するであろう場合、
ＵＥ２１４によって使用されるべきＭＭＥ２０２によって生成されるであろう。
【００７３】
　「Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ」および「ｒｅ－ａｕｔｈｅｎｔ
ｉｃａｔｉｏｎ　ＩＤ」の２つの新しい情報要素が、「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージ内に追加される。「Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅ
ｎｔｉｔｙ」情報要素は、ＷＬＡＮアクセスネットワーク識別をＵＥに伝達する（ＨｅＮ
Ｂを介して）。そのような情報要素は、ＵＥにおいて図１２の７と類似方式でＷＬＡＮ鍵
生成のために使用されるために必要とされる。
【００７４】
　図１２のステップ１２では、ＨｅＮＢ２２０は、ＮＡＳ「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏ
ｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージをＵＥ２１４に転送する。「ｒｅ－ａｕｔｈｅｎｔｉｃ
ａｔｉｏｎ　ＩＤ」は、ＵＥ２１４がＩＳＷＮ２３０のＴＷＡＮ２１８への接続を試みる
度に、ＵＥ２１４において後に使用されるために記憶されるであろう。
【００７５】
　図１２のステップ１３では、それに応答して、ＵＥ２１４は、上記の図５で説明された
ＡＫＡアルゴリズムを起動する。ＵＥ２１４は、予期されるＡＵＴＮ（より具体的には、
ＸＭＡＣ）、ＲＥＳ、ＣＫ、およびＩＫを生成する。最初に、ＵＥ２１４は、生成された
予期されるＡＵＴＮがＭＭＥ２０２から受信されたＡＵＴＮに合致することを検証する。
該当する場合、ＵＥ２１４は、ネットワークを認証する。
【００７６】
　図１２のステップ１４では、ＨＳＳ２１０側で行われる図１２のステップ５および６と
同様に、ＵＥ２１４は、生成された鍵ＣＫおよびＩＫとともに、「ＳＮＩＤ」および「Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ」（ＭＭＥから受信された）等の他のパ
ラメータを使用して、中間鍵ＫＡＳＭＥ、ＣＫ’、ＩＫ’を確立する。我々は、ＫＡＳＭ

Ｅが、Ｅ－ＵＴＲＡＮ鍵を導出するために使用されるであろう（図６に示されるように）
一方、ＣＫ’、ＩＫ’が、ＷＬＡＮ鍵を導出するために使用されるであろう（図７に示さ
れるように）ことに着目する。
【００７７】
　図１２のステップ１５では、これらの中間鍵に基づいて、ＵＥ２１４は、Ｅ－ＵＴＲＡ
ＮおよびＷＬＡＮ伝送のための全ての必要とされる鍵を導出する。第１に、Ｅ－ＵＴＲＡ
Ｎのために（図７に従って）、ＵＥ２１４は、ＮＡＳ暗号化（ＫＮＡＳｅｎｃ）、ＮＡＳ
保全性（ＫＮＡＳｉｎｔ）、ＲＲＣ暗号化鍵（ＫＲＲＣｅｎｃ）、ＲＲＣ保全性鍵（ＫＲ

ＲＣｉｎｔ）、ユーザプレーン暗号化鍵（ＫＵＰｅｎｃ）、およびユーザプレーン保全性
鍵（ＫＵＰｉｎｔ）を導出する。第２に、ＷＬＡＮのために（図７に従って）、ＵＥ２１
４は、データ暗号化鍵（Ｋ＿ｅｎｃｒ）、ＭＡＣ認証鍵（Ｋ＿ａｕｔ）、再認証鍵（Ｋ＿
ｒｅ）、マスタセッション鍵（ＭＳＫ）、および拡張マスタセッション鍵（ＥＭＳＫ）を
導出する。
【００７８】
　図１２のステップ１６では、ＵＥ２１４がネットワークを認証したため、ＮＡＳ「Ａｕ
ｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」（ＲＥＳ）メッセージをＭＭＥ２０２に
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返信する。「ＲＥＳ」情報要素は、上記の図１２のステップ１３において生成されている
。ＮＡＳ「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」メッセージの情報要素の
完全なリストは、３ＧＰＰ　ＴＳ２４．３０１の表８．２．８．１に表化されている。
【００７９】
　図１２のステップ１７では、ＨｅＮＢ２２０は、ＮＡＳ「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏ
ｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」（ＲＥＳ）メッセージをＭＭＥ２０２に転送する。
【００８０】
　図１２のステップ１８では、いったんＭＭＥ２０２が「ＲＥＳ」を受信すると、それを
「ＸＲＥＳ」（図１２のステップ８においてＨＳＳ２１０から受信された）と比較する。
検証が成功する場合、ＭＭＥ２０２は、ＵＥ２１４を認証する。故に、ＵＥ２１４とネッ
トワークとの間の相互認証は、正常に完了される。
【００８１】
　図１２のステップ１９では、ＭＭＥ２０２は、標準的「Ｃｒｅａｔｅ　Ｓｅｓｓｉｏｎ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージをＳ－ＧＷに送信することによって、サービングＧＷ（Ｓ
－ＧＷ）２０６およびＰＤＮゲートウェイ（Ｐ－ＧＷ）２０８に向けてセッションの作成
を開始する。それに応答して、Ｐ－ＧＷ２０８およびＳ－ＧＷ２０６は、「Ｃｒｅａｔｅ
　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」（Ｓ－ＧＷ　ＴＥＩＤ、Ｐ－ＧＷ　ＴＥＩＤ）メ
ッセージをＭＭＥ２０２に送信し、ＨｅＮＢ２２０からのアップリンク伝送において使用
されるべきＴｕｎｎｅｌｉｎｇ　Ｅｎｄｐｏｉｎｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ（ＴＥＩＤ）
を識別する。
【００８２】
　図１２のステップ２０では、いったんＳ－ＧＷ／Ｐ－ＧＷ１００２向けセッションが確
立されると、ＭＭＥ２０２は、ＨｅＮＢ２２０セキュリティ鍵（ＫｅＮＢ）を「Ｉｎｉｔ
ｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ／Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」
（ＫｅＮＢ）メッセージ内でＨｅＮＢ２２０に送信する。本メッセージはまた、アップリ
ンク伝送において使用されるべきＳ－ＧＷのＴＥＩＤおよびアドレスを含む。また、ＥＰ
Ｓ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ、ＮＡＳ　ＳＱＮ、およびＮＡＳ－ＭＡＣを含む。
ＮＡＳ　ＳＱＮは、ＮＡＳメッセージのｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ　ｎｕｍｂｅｒを示し、Ｎ
ＡＳ－ＭＡＣは、保全性のためのＮＡＳのＭｅｓｓａｇｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏ
ｎ　Ｃｏｄｅ（ＭＡＣ）である。例えば、ＴＡＵ要求メッセージは、３ＧＰＰ　ＴＳ３３
．４０１に説明されるように、ＮＡＳ－ＭＡＣによって保全性が保護されるものとする。
【００８３】
　図１２のステップ２１では、ＭＭＥ２０２からのセキュリティ鍵（ＫｅＮＢ）を含む「
Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」メッセージの受信に応じて、ＨｅＮＢ２２０は、図６に従
って、Ｅ－ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣならびにユーザプレーン鍵、すなわち、ＫＲＲＣｅｎｃ、
ＫＲＲＣｉｎｔ、ＫＵＰｅｎｃ、およびＫＵＰｉｎｔを導出する。
【００８４】
　図１２のステップ２２では、ＨｅＮＢ２２０は、標準的「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏ
ｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕａｒａｔｉｏｎ」メッセージを送信し、標準的「ＲＲＣ　Ｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕａｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」メッセージを
その代わりに得ることによって、ＵＥ２１４に向けてＲＲＣ接続再構成プロシージャを開
始する。３ＧＰＰ　ＴＳ２３．４０１の図５．３．２．１－１（ステップ１８、１９）は
、これらのメッセージを詳細に説明している。
【００８５】
　図１２のステップ２３では、いったんＲＲＣ接続が再構成されると、ＨｅＮＢ２２０は
、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」（ＨｅＮＢ　Ｔ
ＥＩＤ、ＨｅＮＢ　ａｄｄｒｅｓｓ）メッセージを送信することによって、ＭＭＥ２０２
に返信する。本メッセージは、ダウンリンクトラフィックのために使用されるべきＨｅＮ
Ｂ２２０のＴＥＩＤおよびａｄｄｒｅｓｓを伝達する。
【００８６】
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　図１２のステップ２４では、Ｅ－ＵＴＲＡＮアタッチメントを完了するために、ＵＥ２
１４は、ＮＡＳ「Ａｔｔａｃｈ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」メッセージをＭＭＥ２０２に送信す
る。より具体的には、ＵＥ２１４は、「Ａｔｔａｃｈ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」（ＥＰＳ　Ｂ
ｅａｒｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ、ＮＡＳ　ＳＱＮ、ＮＡＳ－ＭＡＣ）メッセージをＨｅＮ
Ｂ２２０に送信する。次いで、ＨｅＮＢ２２０は、ＮＡＳ「Ａｔｔａｃｈ　Ｃｏｍｐｌｅ
ｔｅ」メッセージを「Ｕｐｌｉｎｋ　ＮＡＳ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ」メッセージ内でＭＭ
Ｅ２０２に転送する。ＵＥ２１４とＨｅＮＢ２２０との間のＬＴＥ伝送が、ここで開始す
ることができる。
【００８７】
　図１２のステップ２５では、最後に、ダウンリンクのためのユーザプレーントンネルを
確立するために、ＭＭＥ２０２は、ＨｅＮＢ　ＴＥＩＤを「Ｍｏｄｉｆｙ　Ｂｅａｒｅｒ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ」（ＨｅＮＢ　ＴＥＩＤ）メッセージ内でＳ－ＧＷ２０６に伝達する。
Ｓ－ＧＷ２０６は、「Ｍｏｄｉｆｙ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」メッセージによ
って返信することによって確認する。ここで、ＧＴＰトンネルが、ＨｅＮＢ２２０とＳ－
ＧＷ／Ｐ－ＧＷとの間に確立される。
ＴＷＡＮベースの統一認証／アタッチメントプロシージャ
【００８８】
　本項では、我々は、ＵＥ２１４がそのＴＷＡＮ２１８側を介してＩＳＷＮ２３０への接
続を試みると仮定する。図１２に提示される、統一認証概念と同様に、ＵＥ２１４は、Ｔ
ＷＡＮ２１８およびＨｅＮＢ２２０の両方と統一認証を行うことを目的とする。より正確
には、最初に、ＵＥ２１４は、ＴＷＡＮ２１８とＥＡＰ認証を確立するであろう。しかし
ながら、３ＧＰＰサーバ向けの標準的ＴＷＡＮの伝送とは対照的に、ＴＷＡＮ２１８は、
新しいＳＴｂ参照点を経由して、ＭＭＥ２０２と通信し、認証要求を伝達するであろう。
ダイアメータプロトコルが、２つのダイアメータベースのメッセージ、すなわち、「Ｄｉ
ａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ｒｅｑｕｅｓｔ」および「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ａｎｓｗ
ｅｒ」メッセージを使用して、ＳＴｂ参照点を経由して利用されるであろう。
【００８９】
　ＨＳＳ２１０、ＭＭＥ２０２、ＴＷＡＮ２１８、およびＵＥ２１４を伴う、標準的ＡＫ
Ａアルゴリズムが、適用されるであろう。ＵＥ２１４およびＭＭＥ２０２は両方とも、Ｔ
ＷＡＮ伝送において使用されるために必要とされる鍵を生成するであろう。我々は、３Ｇ
ＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２がもはや必要とされないことに着目する。図１３は、ＴＷＡＮ
ベースの統一認証およびアタッチメントプロシージャのコールフローを描写する。
【００９０】
　図１３におけるコールフローは、以下のように説明されることができる。
【００９１】
　図１３のステップ１では、接続が、ＩＥＥＥ８０２．１１規格に従って、ＵＥ２１４と
ＴＷＡＮ２１８との間で開始される。
【００９２】
　図１３のステップ２では、認証のための最初のステップとして、ＴＷＡＮ２１８（具体
的には、ＴＷＡＰ）が、ＩＥＴＦ　ＲＦＣ５４４８に定義されたＥＡＰ－ＡＫＡ’プロト
コルに従って「ＥＡＰ－Ｒｅｑｕｅｓｔ／Ｉｄｅｎｔｉｔｙ」メッセージをＵＥ２１４に
送信する。
【００９３】
　図１３のステップ３では、識別要求に応答して、ＵＥ２１４は、「ＥＡＰ－Ｒｅｓｐｏ
ｎｓｅ／Ｉｄｅｎｔｉｔｙ」（ＮＡＩ、Ｕｎｉｆｉｅｄ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ
）メッセージをＴＷＡＮに送信し、そのＮｅｔｗｏｒｋ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｅｒ（ＮＡＩ）を示す（ＩＥＴＦ　ＲＦＣ４２８２、３ＧＰＰ　ＴＳ２３．００３）。
ＮＡＩは、ＵＥ２１４が前に認証されている場合、スードニムが配分される。そうでなけ
れば、ＮＡＩは、最初の認証の場合、ＩＭＳＥである。
【００９４】
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　ＥＡＰ「ＥＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ／Ｉｄｅｎｔｉｔｙ」メッセージは、「Ｕｎｉｆｉ
ｅｄ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ」情報要素を追加することによって拡張されること
ができる。「Ｕｎｉｆｉｅｄ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ」情報要素は、ＩＳＷＮ２
２０のＴＷＡＮ２１８およびＨｅＮＢ２２０側の両方を含む、ＩＳＷＮベースの統一認証
を行う必要があることのＵＥ２１４からのインジケータである。我々は、ＥＡＰメッセー
ジが、上記で行われたように、例えば、「ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」を含
むように拡張されることができると指摘する（３ＧＰＰ　ＴＳ２３．４０２における第１
６．１．４Ａ．２節）。
【００９５】
　図１３のステップ４では、本ＴＷＡＮ２１８は、ＩＳＷＮ２３０の一部であるため、Ｔ
ＷＡＮ２１８は、それ自体およびそのＩＳＷＮ２３０の識別情報も同様にＭＭＥ２０２に
搬送することができる。より具体的には、ＴＷＡＮ２１８は、「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡ
Ｐ－Ｒｅｑｕｅｓｔ」（ＥＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ／Ｉｄｅｎｔｉｔｙ＝ＮＡＩ、Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｔｙｐｅ＝ＩＳＷＮ、Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ＝ＷＬ
ＡＮ）メッセージをＭＭＥ２０２に送信する。ＩＳＷＮ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｙｐｅを含む
ことによって、ＭＭＥ２０２は、ＴＷＡＮ２１８にアタッチされているマルチＲＡＴ　Ｕ
Ｅ２１４がＩＳＷＮ２３０のＴＷＡＮ２１８およびＨｅＮＢ２２０の両方に認証されるよ
うに試みていることを認識する。
【００９６】
　新しいメッセージ、すなわち、ＩＥＴＦ　ＲＦＣ４０７２においてＳＴａ（ＡＡＡサー
バとＴＷＡＰとの間）上に定義されたものに類似する、「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ」メッセージが、ＳＴｂ参照点上に追加される。さらに、「Ａｃｃｅｓｓ　
Ｔｙｐｅ＝ＩＳＷＮ」および「Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ＝ＷＬ
ＡＮ」が、「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージに追加されること
ができる。
【００９７】
　図１３のステップ５－１１は、図１２のステップ４－１０に類似する。これらのステッ
プは、認証ベクトルの要求に関するＭＭＥ２０２とＨＳＳ２１０との間の通信を含む。加
えて、これらのステップはまた、ＨＳＳ２１０およびＭＭＥ２０２におけるＥ－ＵＴＲＡ
ＮならびにＴＷＡＮ２１８の鍵生成を含む。
【００９８】
　図１３のステップ１２では、認証ベクトルがＭＭＥ２０２において利用可能であるため
、「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ａｎｓｗｅｒ」（ＥＡＰ－Ｒｅｑｕｅｓｔ／ＡＫＡ’－
Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ）メッセージをＴＷＡＮ２１８に送信する。「ＥＡＰ－Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ／ＡＫＡ’－Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ」ペイロードは、ＵＥ２１４における認証および鍵生
成のために必要とされる（ＲＡＮＤ、ＡＵＴＮ、ｒｅ－ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　
ＩＤ、Ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を含む。再認証ＩＤは、任意
の今後の高速再認証要求におけるＵＥの識別において使用されるであろう。
【００９９】
　ＩＥＴＦ　ＲＦＣ４０７２におけるＳＴａ（ＡＡＡサーバ２１２とＴＷＡＰ２２４との
間）上に定義されたものに類似する、新しいメッセージ、すなわち、「Ｄｉａｍｅｔｅｒ
－ＥＡＰ－Ａｎｓｗｅｒ」メッセージが、ＳＴｂ参照点上に追加される。新しいＡＶＰは
「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ａｎｓｗｅｒ」メッセージに追加されない。
【０１００】
　図１３のステップ１３では、ＴＷＡＮ２１８（特に、ＴＷＡＰ２２４）は、ＥＡＰ－Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ／ＡＫＡ’－Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ（ＲＡＮＤ、ＡＵＴＮ、ｒｅ－ａｕｔｈｅ
ｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ＩＤ、Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）をＵＥ
２１４に転送する。
【０１０１】
　図１３のステップ１４－１６では、図１２におけるステップ１３－１５と同様に、ＵＥ
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２１４は、ＡＫＡアルゴリズムを起動し、ＡＵＴＮならびにステップ１４－１６における
ＷＬＡＮおよびＥ－ＵＴＲＡＮのために必要とされる鍵も生成する。ＵＥ２１４は、受信
されたＡＵＴＮをその独自の生成されたものと比較することによって、ネットワークを認
証する。最後に、ＵＥ２１４は、ＭＭＥ２０２に送信されるべきＲＥＳを生成する。
【０１０２】
　図１３のステップ１７では、ネットワークは、ＵＥ２１４によって認証されるため、Ｕ
Ｅ２１４は、「ＥＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ／ＡＫＡ’－Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ」（ＲＥＳ）
メッセージをＴＷＡＮ２１８（具体的には、ＴＷＡＰ２２４）に送信することによって応
答する。
【０１０３】
　図１３のステップ１８では、ＴＷＡＮは、新しいＳＴｂ参照点を経由して、「Ｄｉａｍ
ｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ｒｅｑｕｅｓｔ」内に含有されるＥＡＰ「ＥＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ
／ＡＫＡ’－Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ」（ＲＥＳ）メッセージをＭＭＥ２０２に転送する。
【０１０４】
　図１３のステップ１９では、ＭＭＥ２０２は、図１２のステップ１８と類似方式でＵＥ
２１４を認証する。
【０１０５】
　図１３のステップ２０では、いったんＵＥ２１４が認証されると、ＭＭＥ２０２は、Ｅ
ＰＳペイロード（ＥＡＰ－Ｓｕｃｃｅｓｓ）を搬送する「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ａ
ｎｓｗｅｒ」（ＥＡＰ－Ｓｕｃｃｅｓｓ、ＥＡＰ－Ｍａｓｔｅｒ－Ｓｅｓｓｉｏｎ－Ｋｅ
ｙ）メッセージをＴＷＡＮに送信し、ＥＡＰ認証の成功を示す。さらに、本メッセージは
、そのさらなる通信においてＵＥ２１４とＴＷＡＮ２１８との間で使用されるべき「ＥＡ
Ｐ－Ｍａｓｔｅｒ－Ｓｅｓｓｉｏｎ－Ｋｅｙ」（ＭＳＫ）ＡＶＰをＴＷＡＮ２１８に伝達
する。
【０１０６】
　図１３のステップ２１では、認証プロシージャを完了するために、ＴＷＡＮ２１８は、
「ＥＡＰ－Ｓｕｃｃｅｓｓ」メッセージをＵＥ２１４に転送する。
【０１０７】
　図１３のステップ２２では、セッションを作成するために、ＴＷＡＮ２１８は、Ｓ１－
ＭＭＥ参照点を経由して、「Ｃｒｅａｔｅ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」（ＴＷＡ
Ｎ　ＴＥＩＤ）メッセージをＭＭＥ２０２に送信し、これは、Ｓ－ＧＷ２０６およびＰ－
ＧＷ２０８に転送される。
【０１０８】
　図１３のステップ２３では、それに応答して、Ｐ－ＧＷ／Ｓ－ＧＷは、「Ｃｒｅａｔｅ
　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」（Ｓ－ＧＷ　ＴＥＩＤ）メッセージをＭＭＥ２０
２に送信し、これは、ＴＷＡＮ２１８に転送される（Ｓ１－ＭＭＥ参照点を経由して）。
ＧＴＰトンネルが、ここで、ＴＷＡＮ２１８、Ｓ－ＧＷ２０６、およびＰ－ＧＷ２０８間
に確立される。
【０１０９】
　図１３のステップ２４では、ＵＥ２１４は、標準的層３アタッチ要求（例えば、ＤＨＣ
Ｐｖ４要求）を送信してもよい。それに応答して、ＤＨＣＰｖ４メッセージが、配分され
たＩＰｖ４アドレスとともに、ＵＥに送信される。ＩＥＥＥ８０２．１１規格を使用する
ＷＬＡＮ通信が、ここで、ＵＥ２１４とＴＷＡＮ２１８との間に確立される。
ＲＡＴ間ハンドオーバプロシージャにおける高速再認証
ＩＳＷＮ内ＨｅＮＢ／ＴＷＡＮハンドオーバプロシージャにおける高速再認証
【０１１０】
　本項では、我々は、ＵＥ２１４が、最初に、ＨｅＮＢ２２０にアタッチすることによっ
て、統一認証を行っているシナリオを検討する。次いで、ＵＥ２１４は、ＷＬＡＮ２１８
に切り替えることを決定する。ＵＥ２１４は、ＨＳＳ２１０とすでに認証されているため
、完全認証プロシージャを再び起動する必要はない。代わりに、ＵＥ２１４およびＭＭＥ
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２０２は、高速再認証のみを起動する必要があり、ＷＬＡＮアクセスネットワークのため
の新しい鍵（例えば、ＭＳＫ）のみが、生成される。図１４は、同一ＩＳＷＮ２３０内の
ＨｅＮＢ／ＷＬＡＮハンドオーバシナリオにおける高速再認証プロシージャのためのコー
ルフローを描写する。示されるであろうように、新しい認証ベクトルを生成する必要はな
い。
【０１１１】
　ＴＷＡＮ２１８ではなく、ＭＭＥ２０２が、新しいＷＬＡＮ鍵（例えば、ＭＳＫ）を生
成するための責任ネットワークエンティティとなるであろう。これは、３ＧＰＰガイドラ
インに合致し、典型的には、ＡＡＡサーバ（ＴＷＡＮ２１８ではなく）が高速再認証（３
ＧＰＰ　ＴＳ３３．４０２の第６．３節）を行う、またはＭＭＥ２０２（ＨｅＮＢ２２０
ではなく）がＬＴＥ内Ｅ－ＵＴＲＡＮハンドオーバ鍵を生成することを可能にする（第２
１２項）。
【０１１２】
　図１４におけるコールフローは、以下のように説明されることができる。
【０１１３】
　図１４のステップ０では、ＬＴＥ接続がすでに、ＵＥ２１４、ＨｅＮＢ２２０、および
Ｓ－ＧＷ／Ｐ－ＧＷ間に存在する。ＨｅＮＢ２２０は、ＩＳＷＮの一部と仮定される。さ
らに、ＨｅＮＢ２２０およびＷＬＡＮ２１８の両方を含む、ＩＳＷＮ２３０との統一認証
プロシージャが、前述の新しいプロシージャに従って、最初に行われている。
【０１１４】
　図１４のステップ１では、ＵＥ２１４は、同一ＩＳＷＮ内においてＲＡＴ間ハンドオー
バをＴＷＡＮ２１８に行うことを決定する。故に、ＵＥ２１４は、ＴＷＡＮ２１８との接
続を開始する。
【０１１５】
　図１４のステップ２では、ＴＷＡＮ２１８側からの最初のステップとして、「ＥＡＰ－
Ｒｅｑｕｅｓｔ／Ｉｄｅｎｔｉｔｙ」メッセージをＵＥ２１４に送信し、ＵＥの識別を問
い合わせる。
【０１１６】
　図１４のステップ３では、それに応答して、ＵＥ２１４は、「ＥＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎｓ
ｅ／Ｉｄｅｎｔｉｔｙ」（ｒｅ－ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ＩＤ、ｈａｎｄｏｖｅ
ｒ）メッセージをＴＷＡＮ２１８に送信することによって返信する。本メッセージでは、
ＵＥ２１４は、先行初期統一認証プロシージャ（図１２におけるステップ１２）において
そこに送信された再認証ＩＤを使用して、その識別を示す。さらに、ＴＷＡＮ２１８に向
けてハンドオーバを行っていることを示す。我々は、ＥＡＰ－ＡＫＡ’が「ｈａｎｄｏｖ
ｅｒ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」および「ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ　ＡＰＮ」情報要素を搬送する
ように以前に拡張されていることに着目する（３ＧＰＰ　ＴＳ２３．４０２における第１
６．１．４Ａ．２節）。したがって、我々は、「ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
」を含むことによって、本ＥＡＰ拡張を本ステップにおいて利用する。
【０１１７】
　図１４のステップ４では、ＴＷＡＮ２１８は、「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ」（ＥＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ／Ｉｄｅｎｔｉｔｙ：ｒｅ－ａｕｔｈｅｎｔｉｃａ
ｔｉｏｎ　ＩＤ、Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｙｐｅ＝ＩＳＷＮ、Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　
Ｉｄｅｎｔｉｔｙ＝ＷＬＡＮ、Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ、Ｈａ
ｎｄｏｖｅｒ）を送信することによって、受信されたメッセージをＭＭＥにさらに搬送す
る（新しいＳＴｂ参照点を経由して）。本メッセージは、ＭＭＥ２０２に、既存のＵＥ２
１４（その再認証ＩＤによって認識される）がそのＩＳＷＮ２３０のＷＬＡＮ２１８側に
ハンドオーバを行うことを目的としていることを示す。
【０１１８】
　図１４のステップ５では、ＭＭＥ２０２は、「ｒｅ－ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　
ＩＤ」情報要素を受信し、高速再認証プロシージャを使用することを決定する。したがっ
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て、図１３におけるステップ５－１０をスキップするであろう。次いで、ＭＭＥ２０２は
、新しいＳＴｂ参照点を経由して、「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ａｎｓｗｅｒ」（ＥＡ
Ｐ－Ｒｅｑｕｅｓｔ／ＡＫＡ’－Ｒｅａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ：ＣＯＵＮＴＥＲ、
ＮＯＮＣＥ、ＭＡＣ、ｒｅ－ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ＩＤ）メッセージをＴＷＡ
Ｎ２１８に送信する。本メッセージでは、ＭＭＥ２０２は、新たなＣＯＵＮＴＥＲ値（完
全認証プロシージャにおけるものに初期化された）、ＮＯＮＣＥ、ＭＡＣ、および新しい
再認証ＩＤを含む。ＭＡＣが、ＮＯＮＣＥを通じて計算され、新しい再認証ＩＤが、次の
高速再認証において使用されるであろう。これらの属性は、標準的「ＥＡＰ－Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ／ＡＫＡ’－Ｒｅａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ」ＥＡＰメッセージに従う。
【０１１９】
　図１４のステップ６では、いったんＴＷＡＮ２１８が上記のメッセージを受信すると、
そのペイロード（ＣＯＵＮＴＥＲ、ＮＯＮＣＥ、ＭＡＣ、ｒｅ－ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔ
ｉｏｎ　ＩＤ）を含む、「ＥＡＰ－Ｒｅｑｕｅｓｔ／ＡＫＡ’－Ｒｅａｕｔｈｅｎｔｉｃ
ａｔｉｏｎ」メッセージをＵＥ２１４に転送する。
【０１２０】
　図１４のステップ７では、メッセージの受信に応じて、ＵＥ２１４は、カウンタが新た
な値を有し、ＭＡＣが正しく計算されていることを検証する。次いで、ＵＥ２１４は、「
ＥＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ／ＡＫＡ’－Ｒｅａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ」（ＣＯＵＮ
ＴＥＲ、ＭＡＣ）メッセージをＴＷＡＮ２１８に送信することによって応答する。ＣＯＵ
ＮＴＥＲは、ＭＭＥ２０２から受信されたものと同一であって、ＭＡＣが、ＥＡＰパケッ
トおよびＮＯＮＣＥ（ＭＭＥ２０２から受信されたように）を通じて計算される。これら
の属性は、ＩＥＴＦＲＦＣ４１８７の第９．８節に定義された標準的「ＥＡＰ－Ｒｅｓｐ
ｏｎｓｅ／ＡＫＡ’－Ｒｅａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ」ＥＡＰメッセージに従う。
【０１２１】
　図１４のステップ８では、ＴＷＡＮ２１８は、ＵＥ２１４から受信されたＥＡＰペイロ
ードを「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ｒｅｑｕｅｓｔ」（ＥＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ／Ａ
ＫＡ’－Ｒｅａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ）メッセージの中に埋め込み、新しいＳＴｂ
参照点を経由して、それをＭＭＥ２０２に送信する。
【０１２２】
　図１４のステップ９では、再認証応答が受信されて、ＭＭＥ２０２は、ＷＬＡＮマスタ
セッション鍵（ＭＳＫ）を再生成する。新しいＭＳＫは、再認証鍵（Ｋ＿ｒｅ）、再認証
ＩＤ、ＣＯＵＮＴＥＲ、およびＮＯＮＣＥに基づいて生成される。
【０１２３】
　図１４のステップ１０では、ＭＭＥ２０２は、新しいＳＴｂ参照点を経由して、「Ｄｉ
ａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ａｎｓｗｅｒ」（ＥＡＰ－Ｓｕｃｃｅｓｓ、ＭＳＫ）メッセージ
をＴＷＡＮ２１８に送信する。故に、ＴＷＡＮ２１８は、ＵＥ２１４とのその伝送におい
て使用されるべきＭＳＫを記憶するであろう。
【０１２４】
　図１４のステップ１１では、高速再認証プロシージャを完了するために、ＴＷＡＮ２１
８は、「ＥＡＰ－Ｓｕｃｃｅｓｓ」メッセージをＵＥ２１４に転送する。
【０１２５】
　図１４のステップ１２では、さらに、ＴＷＡＮ２１８は、Ｓ１－ＭＭＥ参照点を経由し
て、「Ｃｒｅａｔｅ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」（ＴＷＡＮ　ＴＥＩＤ）をＭＭ
Ｅ２０２に送信し、これは、Ｓ－ＧＷ２０６およびＰ－ＧＷ２０８に転送される。
【０１２６】
　図１４のステップ１３では、応答として、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ」インジケーションを前
提として、Ｐ－ＧＷ２０８は、同一ＩＰアドレスをＵＥ２１４に再配分する。次いで、「
Ｃｒｅａｔｅ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」をＳ－ＧＷ２０６に送信し、これは
、ＭＭＥ２０２に、最後に、ＴＷＡＮ２１８に転送される（Ｓ１－ＭＭＥ参照点を経由し
て、）。その結果、ＧＴＰトンネルが、ＴＷＡＮ２１８、Ｓ－ＧＷ２０６、およびＰ－Ｇ
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Ｗ２０８間に確立される。
【０１２７】
　図１４のステップ１４では、いったんＵＥ２１４が「ＥＡＰ－Ｓｕｃｃｅｓｓ：メッセ
ージをＴＷＡＮから受信すると、図１４のステップ９と同様に、新しいＷＬＡＮ　ＭＳＫ
を生成する。さらに、ＵＥ２１４は、標準的層３アタッチ要求（例えば、ＤＨＣＰｖ４要
求）を送信してもよい。それに応答して、ＤＨＣＰｖ４メッセージが、配分されたＩＰｖ
４アドレスとともに、ＵＥに送信される。その結果、ハンドオーバは、ここで完了し、Ｕ
Ｅ２１４は、ＴＷＡＮ２１８とのＷＬＡＮ接続を有する。
【０１２８】
　図１４のステップ１５では、最後に、３ＧＰＰ　ＥＰＳベアラ解放プロシージャが、Ｐ
ＧＷ２０８によって開始される。より具体的には、３ＧＰＰ　ＴＳ２３．４０２の第５．
６．２．２節に説明されるＰ－ＧＷ２０８開始ＰＤＮ切断プロシージャが、行われる。
【０１２９】
　代替機構が、以下に説明され、これは、ＥＡＰ－再認証プロトコル（ＥＡＰ－ＲＰ）（
ＲＦＣ６６９６）に基づく最適化された再認証機構を説明する。ＥＡＰ－ＲＰプロトコル
は、完全ＥＡＰ認証もしくはＡＫＡ認証プロトコル、さらに言うなら、任意の完全認証プ
ロトコル後に実施されてもよい。ＥＡＰ－ＲＰは、単一ラウンドトリップを使用して、再
認証を達成する。類似機構が、再認証を行うために使用されてもよく、例えば、ワンラウ
ンドトリップ認証（ＯＲＴＡ）が、採用されてもよい。ＥＡＰ－ＦＡＳＴ機構もまた、採
用されてもよい。
【０１３０】
　ＯＲＴＡ等の機構は、認証／ＩＰアドレス割当に関わる待ち時間をさらに短縮するため
に採用されてもよい。ＯＲＴＡは、完全認証プロシージャが回避され、ＵＥが、随意に、
ＥＡＰ認証がシリアル様式で実施された後、ＤＨＣＰメッセージを明示的に開始する必要
なく、ＯＲＴＡメッセージを使用して、ＩＰアドレス割当を要求可能となり得るように、
ＯＲＴＡ　ＩＤを利用する。ＯＲＴＡを使用して、ＤＨＣＰプロセスは、パラレル様式で
ＯＲＴＡメッセージングを使用して、暗示的または明示的のいずれかで実施される。
【０１３１】
　図１５におけるコールフローは、以下のように説明されることができる。
【０１３２】
　図１５のステップ０では、我々は、ＬＴＥ接続がすでに、ＵＥ２１４、ＨｅＮＢ２１５
、およびＳ－ＧＷ／Ｐ－ＧＷ１００２間に存在すると仮定する。ＨｅＮＢ２２０は、ＩＳ
ＷＮ２３０の一部であると仮定される。さらに、ＨｅＮＢ２２０およびＷＬＡＮ２１８の
両方を含む、ＩＳＷＮ２３０との統一認証プロシージャが、最初に、図１２に関して議論
される新しいプロシージャに従って行われている。認証プロセスの結果、再認証のための
コンテキストが、ＥＡＰ－ＲＰプロトコルに基づいて作成される。ＥＡＰ認証の一部とし
て生成された拡張マスタセッション鍵（ＥＭＳＫ）が、ＥＭＳＫＮａｍｅ／ｋｅｙＮａｍ
ｅＮＡＩによって識別される再認証コンテキスト情報と関連付けられ得る、再認証ルート
鍵（ｒＲＫ）を生成するために使用されてもよい。再認証保全性鍵（ｒＩＫ）および他の
関連付けられた鍵等のｒＲＫに基づく派生鍵は、ＵＥおよびＭＭＥ２０２の両方において
生成されてもよい。ドメイン特有の（例えば、ＤＳ－ｒＲＫ）および関連付けられた鍵（
例えば、ＤＳ－ｒＩＫ。ＤＳ－ｒＣＫ）もまた、生成されてもよい。
【０１３３】
　図１５のステップ１では、我々は、ＵＥ２１４が同一ＩＳＷＮ２３０内でＴＷＡＮ２１
８へのＲＡＴ間ハンドオーバを行うことを決定すると仮定する。故に、ＵＥ２１４は、Ｔ
ＷＡＮ２１８との接続を開始する。
【０１３４】
　図１５のステップ２では、ＴＷＡＮ側からの最初のステップとして、「ＥＡＰ－Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ／Ｉｄｅｎｔｉｔｙ」メッセージをＵＥ２１４に送信し、ＵＥの識別を問い合わ
せる。これは、随意である、または特定のＥＡＰ再認証要求識別メッセージと置換されて
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もよい。
【０１３５】
　図１５のステップ３では、ＵＥは、「ＥＡＰ－Ｉｎｉｔｉａｔｅ／Ｒｅ－ａｕｔｈ／ｂ
ｏｏｔｓｔｒａｐ」（ｋｅｙＮａｍｅＮＡＩ、ＳＥＱ、ＭＡＣ）メッセージをＴＷＡＮ２
１８に送信する。本メッセージでは、ＵＥ２１４は、先行初期統一認証プロシージャ（図
１２におけるステップ１２）の一部として生成された再認証コンテキストｋｅｙＮａｍｅ
ＮＡＩを示す。さらに、ハンドオーバをＴＷＡＮ２１８に向けて行っていることを示す。
「ｈａｎｄｏｖｅｒ」インジケーションは、明示的または暗示的であってもよい。特定の
ＴＷＡＮ２１８と関連付けられた新たなかつ有効な鍵が、存在しない場合、ＵＥ２１４は
、ハンドオーバが生じていない場合でも、本プロセスを開始してもよい。メッセージ認証
コードまたは認証タグが、ＥＡＰ－ＲＰプロトコルに説明される機構を使用して作成され
る。ＳＥＱ値ならびにｒＩＫは、ＭＡＣ／認証タグを作成するために、メッセージととも
に使用される。
【０１３６】
　図１５のステップ４では、ＴＷＡＮ２１８は、「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ」（ＥＡＰ－Ｉｎｉｔｉａｔｅ／Ｒｅ－ａｕｔｈ／ｂｏｏｔｓｔｒａｐ：ｋｅｙＮ
ａｍｅＮＡＩ、Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｙｐｅ＝ＩＳＷＮ、Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉ
ｄｅｎｔｉｔｙ＝ＷＬＡＮ、Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ、ＳＥＱ
、ＭＡＣ）を送信することによって、受信されたメッセージをＭＭＥ２０２にさらに搬送
する（新しいＳＴｂ参照点を経由して）。本メッセージは、ＭＭＥ２０２に、既存のＵＥ
（そのｋｅｙＮａｍｅＮＡＩによって認識される）がそのＩＳＷＮ２３０のＷＬＡＮ側へ
のハンドオーバを行うことを目的としていることを示す。
【０１３７】
　図１５のステップ５では、ＭＭＥ２０２によって受信されたｋｅｙＮａｍｅＮＡＩに基
づいて、ＭＭＥ２０２は、再認証コンテキスト情報をチェックし、ＥＭＳＫＮａｍｅと関
連付けられたｒＩＫを得る。ＭＭＥ２０２は、ＥＡＰ－ＲＰプロトコルによって説明され
る機構を使用して、ＭＡＣ／認証タグを検証する。ＭＭＥ２０２は、ＳＥＱおよびｒＲＫ
を使用して、ｒＭＳＫを生成する。
【０１３８】
　図１５のステップ６では、ＭＭＥ２０２は、「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ａｎｓｗｅ
ｒ」（ＥＡＰ－Ｓｕｃｃｅｓｓ（ｒＭＳＫ、ＭＡＣ））を作成し、それをＴＷＡＮ２１８
に送信する。
【０１３９】
　図１５のステップ７では、いったんＴＷＡＮ２１８がメッセージを受信すると、ｒＭＳ
Ｋを記憶し、次いで、ＭＡＣ／認証タグを含有するそのペイロードを含む、「ＥＡＰ－Ｓ
ｕｃｃｅｓｓ」（ＭＡＣ）メッセージをＵＥ２１４に転送する。
【０１４０】
　図１５のステップ８では、メッセージの受信に応じて、ＵＥ２１４は、ＳＥＱが順序正
しく、ＭＡＣが正しく計算されていることを検証する。ＵＥ２１４は、次いで、ＭＭＥ２
０２と類似機構を使用して、ｒＭＳＫを導出する。他の関連ＴＷＡＮ特有の鍵も、８０２
．１１メッセージを保護するために導出される。
【０１４１】
　図１５のステップ９では、さらに、ＴＷＡＮ２１８は、Ｓ１－ＭＭＥ参照点を経由して
、「Ｃｒｅａｔｅ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」（ＴＷＡＮ　ＴＥＩＤ）をＭＭＥ
２０２に送信し、これは、Ｓ－ＧＷ２０６およびＰ－ＧＷ２０８に転送される。
【０１４２】
　図１５のステップ１０では、応答として、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ」インジケーションを前
提として、Ｐ－ＧＷ２０８は、同一ＩＰアドレスをＵＥ２１４に再配分する。次いで、「
Ｃｒｅａｔｅ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」をＳ－ＧＷ２０６に送信し、これは
、ＭＭＥ２０２に、最後に、ＴＷＡＮ２１８に転送される（Ｓ１－ＭＭＥ参照点を経由し
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て）。その結果、ＧＴＰトンネルが、ＴＷＡＮ２１８、Ｓ－ＧＷ２０６、およびＰ－ＧＷ
２０８間に確立される。
【０１４３】
　図１５のステップ１１－１２は、上記のメッセージフローから導かれる。
ＩＳＷＮ内ＴＷＡＮ／ＨｅＮＢハンドオーバプロシージャにおける高速再認証
【０１４４】
　本項では、我々は、ＩＳＷＮ２３０内におけるＴＷＡＮ２１８からＨｅＮＢ２２０への
ハンドオーバシナリオを検討する。最初に、我々は、統一認証プロシージャがＵＥ２１４
をＩＳＷＮ２３０のＴＷＡＮ２１８と認証するために行われていると仮定する。次いで、
ＵＥ２１４が、ＩＳＷＮのＨｅＮＢ２２０側に向けてハンドオーバを行うことを決定する
。この場合、完全認証プロシージャを起動する必要はない。代わりに、鍵再生成のみに集
中する、ＵＥ２１４とＭＭＥ２０２との間の高速再認証プロシージャが、行われることが
できる。ＨＳＳ２１０は、高速再認証プロシージャに関わらないであろう。図１６は、Ｉ
ＳＷＮ内ＴＷＡＮ／ＨｅＮＢハンドオーバシナリオにおける高速再認証およびハンドオー
バプロシージャのためのコールフローを描写する。
【０１４５】
　図１６におけるコールフローは、以下のように説明されることができる。
【０１４６】
　図１６のステップ０では、我々は、ＵＥ２１４がＴＷＡＮ２１８およびＳ－ＧＷ／Ｐ－
ＧＷ１００２との既存の接続を有すると仮定する。ＴＷＡＮ２１８は、ＩＳＷＮ２３０の
一部である。本接続は、最初に、ＴＷＡＮベースの統一認証／認可プロシージャを使用し
て認証されている。
【０１４７】
　図１６のステップ１では、我々は、ＵＥ２１４が、以前に認証されたＩＳＷＮ２３０の
一部である、ＨｅＮＢ２２０へのハンドオーバを行うことを決定すると仮定する。最初に
、ＵＥ２１４は、「ｈａｎｄｏｖｅｒ」インジケーションを含む、ＮＡＳ「Ａｔｔａｃｈ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ」（Ｈａｎｄｏｖｅｒ）メッセージをＨｅＮＢ２２０に送信する。
【０１４８】
　図１６のステップ２では、それに応答して、ＨｅＮＢ２２０は、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ」（Ｈａｎｄｏｖｅｒ）メッセージをＭＭＥ２０２に転送する。
【０１４９】
　図１６のステップ３では、いったんＭＭＥ２０２がＩＳＷＮ内ＲＡＴ間ハンドオーバイ
ンジケーションを受信すると、再認証プロシージャを高速で起動することができる。言い
換えると、図１２のステップ４－１８をスキップする。次いで、標準的セッション作成プ
ロシージャが、図１２におけるステップ１９と同様に、ＭＭＥ２０２、Ｓ－ＧＷ２０６、
およびＰ－ＧＷ２０８間で実施される。「Ｃｒｅａｔｅ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」メッセージは、ＩＭＳＩ、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ、およびＡＰＮ
を含むであろう。応答として、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ」インジケーションを前提として、Ｐ
－ＧＷ２０８は、同一ＩＰアドレスをＵＥ２１４に再配分する。次いで、Ｐ－ＧＷ／Ｓ－
ＧＷ１００２は、「Ｃｒｅａｔｅ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」（ＩＰ　ａｄｄ
ｒｅｓｓ、Ｓ－ＧＷ　ＴＥＤＩ、Ｐ－ＧＷ　ＴＥＩＤ）メッセージをＭＭＥ２０２に返信
するであろう。
【０１５０】
　図１６のステップ４では、いったんハンドオーバセッションが作成されると、ＭＭＥ２
０２は、ローカルに維持されるＮＣＣ値を１だけ増加させ、その記憶されたＫＡＳＭＥお
よびローカルに維持されるＮＨ値を使用して、新たなＮＨ値を算出する（３ＧＰＰ　ＴＳ
３３．４０１の付属Ａ．４）。ＮＡＳセキュリティ鍵に関して、我々は、ＭＭＥ２０２が
、初期統一認証プロシージャ（図１３のステップ１０）において導出されたＫＮＡＳｅｎ

ｃおよびＫＮＡＳｉｎｔのすでに記憶されたバージョンを有することに着目する。
【０１５１】
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　図１６のステップ５では、ＭＭＥ２０２は、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅ
ｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ／Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」（ＮＨ、ＮＣＣ）メッセージを
ＨｅＮＢ２２０に送信することによって、アタッチ要求を承認する。
【０１５２】
　図１６のステップ６では、ＨｅＮＢ２２０は、標的ＨｅＮＢ物理セルＩＤ（ＰＣＩ）お
よびその周波数ＥＡＲＦＣＮ－ＤＬ（標的物理セルダウンリンク周波数）に加え、受信さ
れた（ＮＨ、ＮＣＣ）を使用して、新しいセキュリティ鍵（ＫｅＮＢ）を生成する。１つ
の生成機能が、３ＧＰＰ　ＴＳ３３．４０１の付属Ａ．５に説明されている。
【０１５３】
　図１６のステップ７では、いったん新しいＫｅＮＢが生成されると、ＨｅＮＢは、Ｋｅ

ＮＢに基づいて、全ての付加的な必要とされるＥ－ＵＴＲＡＮ鍵、すなわち、（ＫＲＲＣ

ｅｎｃ、ＫＲＲＣｉｎｔ、ＫＵＰｅｎｃ、ＫＵＰｉｎｔ）を導出するであろう。
【０１５４】
　図１６のステップ８では、いったん鍵生成プロセスがＨｅＮＢ２２０において完了され
ると、新しいＮＣＣ値を搬送する「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｍｍａｎｄ」（ＮＣＣ）メッ
セージをＵＥ２１４に送信する。「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｍｍａｎｄ」メッセージ内へ
の「ＮＣＣ」情報要素の含有は、３ＧＰＰ　ＴＳ３３．４０１の第７．２．８．４．３節
に述べられている。
【０１５５】
　図１６のステップ９では、いったんＵＥ２１４がＮＣＣ値を受信すると、第１に、その
記憶されたＫＡＳＭＥおよびローカルに維持されるＮＨを使用して、ＭＭＥ２０２が図１
６のステップ４において行ったものと類似方式で新たなＮＨを生成する。第２に、ＵＥ２
１４は、（ＮＨ、ＮＣＣ、ｔａｒｇｅｔ　ＰＣＩ、ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＥＡＲＦＣＮ－
ＤＬ）を使用して、ＨｅＮＢ２２０が図１６のステップ６において行ったものと類似方式
でＫｅＮＢを生成する。ＮＡＳセキュリティ鍵に関して、我々は、ＵＥ２１４が初期統一
認証プロシージャ（図１３のステップ１６）において導出されたすでに記憶されたバージ
ョンのＫＮＡＳｅｎｃおよびＫＮＡＳｉｎｔを有することに着目する。
【０１５６】
　図１６のステップ１０では、最後に、ＵＥ２１４は、ＨｅＮＢ２２０が図１６のステッ
プ［０１７５］において行ったものと同様に、ＫｅＮＢに基づいて、全ての必要とされる
Ｅ－ＵＴＲＡＮ鍵（ＫＲＲＣｅｎｃ、ＫＲＲＣｉｎｔ、ＫＵＰｅｎｃ、ＫＵＰｉｎｔ）を
導出する。
【０１５７】
　図１６のステップ１１－１４では、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉ
ｇｕａｒａｔｉｏｎ」、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｓｐｏｎ
ｓｅ」、「Ａｔｔａｃｈ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」、および「Ｍｏｄｉｆｙ　Ｂｅａｒｅｒ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ／Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」メッセージが図１２のステップ２２－２５と同様に
交換される。最後に、ハンドオーバプロシージャが、完了され、新しいＬＴＥ接続および
関連付けられたＧＴＰトンネルが、確立される。
【０１５８】
　図１６のステップ１５では、ＰＤＮ　ＧＷ２０８は、３ＧＰＰ　ＴＳ２３．４０２の第
６．１２節に定義されるように、リソース配分非アクティブ化プロシージャをＴＷＡＮ２
１８において開始する。
ＴＷＡＮ／ｅＮＢハンドオーバプロシージャにおける高速再認証
【０１５９】
　本項では、我々は、ＵＥ２１４がＩＳＷＮ２３０の一部であるＴＷＡＮ２１８からマク
ロｅＮＢ１７０２に移行するシナリオを検討する。本シナリオは、加入者が、その自宅ま
たはオフィス（ＩＳＷＮ／ＴＷＡＮ）から出て、道路（マクロｅＮＢ１７０２）に進むと
きの場合に類似する。図１７は、この場合のコールフローを描写する。示されるように、
ＴＷＡＮ／ＨｅＮＢにおける高速再認証例に非常に類似する。コールフローの詳細は、図
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メッセージ拡張
【０１６０】
　本項では、我々は、必要とされるメッセージおよびプロトコル拡張を導入し、上記に提
示されるプロシージャをイネーブルにする。
ＲＲＣ：「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」メッセージ
【０１６１】
　図１２のステップ１２では、我々は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ　
Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」メッセージを修正し、新しい「ＵｎｉｆｉｅｄＡｕｔｈｅｎｔｉｃａ
ｔｉｏｎ」情報要素を含める。「Ｕｎｉｆｉｅｄ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ」情報
要素が設定される場合、ＵＥ２１４が統一認証プロシージャを行うことを所望することを
意味する。表７は、太字で示される新しい「ＵｎｉｆｉｅｄＡｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏ
ｎ」情報要素に加え、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ
」メッセージの標準的情報要素を描写する。

【表７－１】

【表７－２】

Ｓ１－ＡＰ：「Ｉｎｉｔｉａｌ　ＵＥ　Ｍｅｓｓａｇｅ」メッセージ
【０１６２】
　図１２のステップ１２では、我々は、「Ｉｎｉｔｉａｌ　ＵＥ　Ｍｅｓｓａｇｅ」メッ
セージ内にＩＳＷＮ構成パラメータのうちのいくつかを含める。表８は、新しい情報要素
、すなわち、「ＡｃｃｅｓｓＴｙｐｅ＝ＩＳＷＮ」および「ＡｃｃｅｓｓＮｅｔｗｏｒｋ
Ｉｄｅｎｔｉｔｙ＝ＷＬＡＮ」に加え、「Ｉｎｉｔｉａｌ　ＵＥ　Ｍｅｓｓａｇｅ」メッ
セージの標準的情報要素（３ＧＰＰ　ＴＳ３６．４１３の第９．１．７．１節）を示す。
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【表８】

ＮＡＳ：「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージ
【０１６３】
　図１２のステップ１１および１２では、ＭＭＥ２０２は、ＮＡＳ「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃ
ａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージをＩＳＷＮ２３０に送信する。認証ベクトル（
ＲＡＮＤ、ＡＵＴＮ）に加え、ＭＭＥ２０２は、２つの新しい情報要素「Ｒｅ－ａｕｔｈ
ｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ＩＤ」および「Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔ
ｙ＝ＷＬＡＮ」を送信する。再認証ＩＤは、ハンドオーバのために今後の高速再認証プロ
シージャにおいてＵＥ２１４を識別するために使用されるであろう（例えば、図５－４の
ステップ３）。アクセスネットワーク識別が、ＣＫ’およびＩＫ’鍵を導出する際に利用
するために、ＵＥにフィードされる（図１２のステップ１４）。表９は、「Ａｕｔｈｅｎ
ｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージの標準的情報要素（３ＧＰＰ　ＴＳ　２
４．３０１の第８．２．７節）とともに、新しい「Ｒｅ－ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ
　ＩＤ」および「Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ」情報要素を描写す
る。
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【表９】

ＥＡＰ：「ＥＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ／Ｉｄｅｎｔｉｔｙ」メッセージ
【０１６４】
　ＩＥＴＦ　ＦＲＣ４１８７の第９．２節は、ＵＥによって送信され、その識別（Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を示す、「ＥＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ
／Ｉｄｅｎｔｉｔｙ」を説明する。図１３のステップ３では、我々は、新しい情報要素、
すなわち、「Ｕｎｉｆｉｅｄ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ」を「ＥＡＰ－Ｒｅｓｐｏ
ｎｓｅ／Ｉｄｅｎｔｉｔｙ」メッセージに追加する。「Ｕｎｉｆｉｅｄ　Ａｕｔｈｅｎｔ
ｉｃａｔｉｏｎ」情報要素は、バイナリ値（０または１）をとる。「Ｕｎｉｆｉｅｄ　Ａ
ｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ」情報要素が設定される場合、ＵＥが統一認証プロシージャ
を行うことを所望していることを意味する。
Ｓ６ａ参照点を経由したダイアメータベースのメッセージ
「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセー
ジ
【０１６５】
　複数のインスタンス（例えば、図１２のステップ４）において、ＭＭＥ２０２は、「Ａ
ｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージを
ＨＳＳ２１０に送信し、認証ベクトルを要求する。「Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉ
ｄｅｎｔｉｔｙ＝ＷＬＡＮ」情報要素が、ＨＳＳ２１０がＷＬＡＮのためにも鍵（ＣＫ’
およびＩＫ’）を生成することができるように、本メッセージ内に追加される。表１０は
、「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセ
ージの標準的情報要素（３ＧＰＰ　ＴＳ２９．２７２の表５．２．３．１．１／１）なら
びに新しい「Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ」情報要素を示す。
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【表１０】

「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ａｎｓｗｅｒ」メッセージ
【０１６６】
　複数のインスタンス（例えば、図１２のステップ８）において、ＨＳＳ２１０は、「Ａ
ｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ａｎｓｗｅｒ」メッセージをＭ
ＭＥ２０２に送信し、認証ベクトルおよび鍵を伝達する。「ＣＫ’」、「ＩＫ’」、およ
び「再認証ＩＤ」情報要素が、本メッセージ内に追加される。表１１は、「Ａｕｔｈｅｎ
ｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ａｎｓｗｅｒ」メッセージの標準的情報要
素（３ＧＰＰ　ＴＳ２９．２７２の表５．２．３．１．１／２）ならびに新しい情報要素
を示す。
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【表１１】

新しいＳＴｂ参照点を経由したダイアメータベースのメッセージ
「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ｒｅｑｕｅｓｔ」メッセージ
【０１６７】
　図１３および図１４のステップ４では、メッセージ「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ」が、ＴＷＡＮ２１８（特に、ＴＷＡＰ２２４）とＭＭＥ２０２との間の新し
いＳＴｂ参照点を経由して使用される。さらに、「Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｙｐｅ＝ＩＳＷＮ」
および「Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ＝ＷＬＡＮ」ＡＶＰが、追加
され、ＴＷＡＮ２１８からＭＭＥ２０２に搬送される。標準的ＡＶＰ（ＩＥＴＦ　ＲＦＣ
４０７２の第３．１節）とともに、新しいもの（太字）が、以下に示される。
【化１－１】
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【化１－２】

【化１－３】

「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ａｎｓｗｅｒ」メッセージ
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【０１６８】
　複数のインスタンス（例えば、図１３のステップ１２）では、ＭＭＥ２０２は、新しい
ＳＴｂ参照点を経由して、「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ａｎｓｗｅｒ」メッセージをＴ
ＷＡＮ２１８に送信する。ＩＥＴＦ　ＲＦＣ４０７２の第３．２節からの以下にコピーさ
れる標準的なもの以外、任意の付加的ＡＶＰは必要とされない。
【化２－１】
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【化２－２】

【０１６９】
　図１２－１７に図示されるステップを行うエンティティは、無線および／またはネット
ワーク通信のために構成される装置または図２１Ｃもしくは図２１Ｄに図示されるもの等
、コンピュータシステムのメモリ内に記憶され、そのプロセッサ上で実行する、ソフトウ
ェア（すなわち、コンピュータ実行可能命令）の形態で実装され得る、論理エンティティ
であり得ることを理解されたい。すなわち、図１２－１７に図示される方法は、図２１Ｃ
または図２１Ｄに図示される装置もしくはコンピュータシステム等の装置のメモリ内に記
憶される、ソフトウェア（すなわち、コンピュータ実行可能命令）の形態で実装されても
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よく、そのコンピュータ実行可能命令は、装置のプロセッサによって実行されると、図１
２－１７に図示されるステップを行う。また、図１２－１７に図示される機能性は、仮想
ネットワーク機能のセットとして実装されてもよいことを理解されたい。ネットワーク機
能は、必ずしも、直接通信しなくてもよく、むしろ、それらは、転送またはルーティング
機能を介して通信してもよい。また、図１２－１７に図示される任意の伝送および受信ス
テップは、装置のプロセッサおよびそれが実行するコンピュータ実行可能命令（例えば、
ソフトウェア）の制御下で装置の通信回路によって行われ得ることを理解されたい。また
、図１２－１７に図示される機能性は、仮想ネットワーク機能のセットとして実装されて
もよいことを理解されたい。ネットワーク機能は、必ずしも、直接通信しなくてもよく、
むしろ、それらは、転送またはルーティング機能を介して通信してもよい。
【０１７０】
　図１８は、３ＧＰＰ　ＴＳ２３．４０２に提示される３ＧＰＰと非信頼ＷＬＡＮとの間
のインタワーキングアーキテクチャを描写する。示されるように、拡張パケットデータゲ
ートウェイ（ｅＰＤＧ）１８０４が、ＵＥ２１４とＰＤＮ－ＧＷ２０８との間の中間エン
ティティとして導入される。一方で、ｅＰＤＧ１８０４は、ＳＷｕ参照点を経由して、Ｉ
ＰＳｅｃトンネルを通してＵＥ２１４と通信する。他方で、ｅＰＤＧ１８０４は、ＧＴＰ
－Ｕトンネルプロトコルを使用して、Ｓ２ｂインターフェースを経由してＰＤＮ－ＧＷ２
０８と通信する。
【０１７１】
　非信頼ＷＬＡＮ例におけるＵＥ２１４とＨＳＳ２１０との間の標準的相互認証プロシー
ジャは、３ＧＰＰ　ＴＳ３３．４０２に説明されており、以下のプロトコルから成る。
１．   ＳＷｕ参照点を経由したＵＥ２１４とｅＰＤＧ１８０４との間のインターネット
鍵交換バージョン２（ＩＫＥｖ２）（ＲＦＣ５９９６）プロトコルを通じたＥＡＰ。対照
的に、我々は、ＥＡＰプロトコルのみがＵＥ２１４と信頼ＷＬＡＮ２１８（ＴＷＡＰ）２
２４との間で使用されることを考え出している。非信頼ＷＬＡＮ１８０２例では、最初に
、ＵＥ２１４が、ＥＡＰメッセージをＩＫＥｖ２を経由してｅＰＤＧ１８０４に送信し、
標準的ＩＰＳｅｃトンネルが、標準的ＩＫＥｖ２プロトコルを使用して、ｅＰＤＧ１８０
４とＵＥ２１４との間に確立される。
２．   ＳＷｍ参照点を経由したｅＰＤＧ１８０４と３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２との
間のダイアメータプロトコル。より正確には、ｅＰＤＧが、ＵＥ２１４によって送信され
るＩＫＥｖ２メッセージからＥＡＰメッセージを抽出し、それらを３ＧＰＰ　ＡＡＡサー
バ２１２に転送する。
３．   ＳＷｘを経由した３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２とＨＳＳ２１０との間のダイア
メータプロトコル。そのようなステップは、前述の信頼ＷＬＡＮ例に発生するものと正に
類似する。
【０１７２】
非信頼と信頼ＷＬＡＮ例との間の主な認証関連差異は、非信頼例に関するＥＡＰメッセー
ジを搬送するためのＩＫＥｖ２プロトコル（ＵＥ－ｅＰＤＧ）の使用である。等しく重要
なこととして、我々は、図９および図１０に詳細に説明されたように、上記のステップ２
（非信頼ＷＬＡＮ例に関するｅＰＤＧ－３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２）と信頼ＷＬＡＮ
例に関するＳＴａを経由した（ＴＷＡＰ－３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２）通信との間の
役割の類似性に着目する。特に、同一ＥＡＰメッセージが、２つの参照点（ＳＷｍ、ＳＴ
ａ）を経由して伝達される。
【０１７３】
　したがって、非信頼ＷＬＡＮ例に関するインタワーキングアーキテクチャは、新しい参
照点（すなわち、図１８におけるＳＴｍ）をｅＰＤＧ１８０４とＭＭＥ２０２との間に追
加することによって向上されることができる。新しい参照点ＳＴｍは、ＳＴｂ参照点（Ｔ
ＷＡＰ２２４とＭＭＥ２０２との間でＥＡＰメッセージを搬送する）と同様に、ＥＡＰメ
ッセージをｅＰＤＧ１８０４とＭＭＥ２０２との間で搬送するであろう。
【０１７４】
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　図１８に図示される機能性は、以下に説明される図２１Ｃまたは２１Ｄに図示されるも
のの１つ等、無線デバイスまたは他の装置（例えば、サーバ、ゲートウェイ、デバイス、
または他のコンピュータシステム）のメモリ内に記憶され、そのプロセッサ上で実行する
、ソフトウェア（すなわち、コンピュータ実行可能命令）の形態で実装されてもよいこと
を理解されたい。また、図１８に図示される機能性は、仮想ネットワーク機能のセットと
して実装されてもよいことを理解されたい。ネットワーク機能は、必ずしも、直接通信し
なくてもよく、むしろ、それらは、転送またはルーティング機能を介して通信してもよい
。また、図１８に図示される機能性は、仮想ネットワーク機能のセットとして実装されて
もよいことを理解されたい。ネットワーク機能は、必ずしも、直接通信しなくてもよく、
むしろ、それらは、転送またはルーティング機能を介して通信してもよい。
【０１７５】
　図１９は、信頼および非信頼ＷＬＡＮシナリオにおけるＵＥ２１４とＨＳＳ２１０との
間の経路を示す。示されるように、ＳＴｂおよびＳＴｍ参照点は相互に類似する。故に、
以下のように、統一認証および高速再認証プロシージャを非信頼ＷＬＡＮシナリオに拡張
することが簡単となるであろう。
１．   図１３および図１４においてＵＥ２１４とＴＷＡＰ２２４との間の上記で定義さ
れた修正されたＥＡＰメッセージをＵＥ２１４とｅＰＤＧ１８０４との間の標準的ＩＫＥ
ｖ２プロトコルを通じて搬送する。標準的ＩＫＥｖ２プロトコルの使用は、変更されず、
３ＧＰＰ　ＴＳ３３．４０２において使用されるものと同一となるであろう。
２．   ＳＴｂ参照点（ＴＷＡＰ－ＭＭＥ）を経由して導入される「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－
ＥＡＰ－Ｒｅｑｕｅｓｔ」および「Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ａｎｓｗｅｒ」メッセー
ジは、ＳＴｍ参照点（ｅＰＤＧ－ＭＭＥ）を経由して正に使用されるであろう。それらは
、ｅＰＤＧまたはＨＳＳから抽出される同一ＥＡＰメッセージを搬送するであろう。
【０１７６】
　図１９に図示される機能性は、以下に説明される図２１Ｃまたは２１Ｄに図示されるも
のの１つ等、無線デバイスまたは他の装置（例えば、サーバ、ゲートウェイ、デバイス、
または他のコンピュータシステム）のメモリ内に記憶され、そのプロセッサ上で実行する
、ソフトウェア（すなわち、コンピュータ実行可能命令）の形態で実装されてもよいこと
を理解されたい。また、図１９に図示される機能性は、仮想ネットワーク機能のセットと
して実装されてもよいことを理解されたい。ネットワーク機能は、必ずしも、直接通信し
なくてもよく、むしろ、それらは、転送またはルーティング機能を介して通信してもよい
。また、図１８に図示される機能性は、仮想ネットワーク機能のセットとして実装されて
もよいことを理解されたい。ネットワーク機能は、必ずしも、直接通信しなくてもよく、
むしろ、それらは、転送またはルーティング機能を介して通信してもよい。
ユーザインターフェース
【０１７７】
　グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）等のインターフェースが、ユーザが統
一認証に関連する機能性を制御および／または構成することを補助するために使用される
ことができる。グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）は、ＵＥ２１４が、どの
アクセスネットワーク（ＬＴＥまたはＷｉ－Ｆｉ）を利用する（初期アタッチメントおよ
びハンドオーバの際）と、統一認証プロシージャを使用するかどうかとを決定することを
可能にすることができる。
【０１７８】
　図２０は、最初に、マルチＲＡＴ（ＬＴＥ／Ｗｉ－Ｆｉ）ＵＥ２０４を伴うユーザが、
ＬＴＥ（ボタン２００２）またはＷｉ－Ｆｉ（ボタン２００４）のいずれかに接続する（
初期アタッチメントまたはハンドオーバにおいて）ことを選定することをイネーブルにす
る、グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）２０００を描写する。１つのアクセ
スネットワークが利用不可能である場合、そのボタンは、ディスエーブルにされることが
できる。「統一認証」フラグが、ＵＥが、ＨｅＮＢ２２０またはＴＷＡＮ２１８に、統一
認証プロシージャを行うことのその所望を示し得るように追加されている（図１２におけ
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るステップ２および図１３におけるステップ３）。そのようなＵＥの２１４決定は、図２
０に示されるＧＵＩ２０００を使用して判定されることができる。したがって、例えば、
ＨｅＮＢ開始統一認証／アタッチメントプロシージャは、いったんＵＥ２１４が初期アタ
ッチメントにおいて「ＬＴＥ」ボタン２００２および「統一認証」ボタン２００６を選定
すると実行されるであろう。同様に、ＴＷＡＮ開始統一認証／アタッチメントプロシージ
ャは、いったんＵＥ２１４が初期アタッチメントにおいてＧＵＩ２０００の「Ｗｉ－Ｆｉ
」ボタン２００４および「統一認証」ボタン２００６をクリックすると実装されるであろ
う。代替として、通常認証ボタン２００８が、選択されることもできる。
インターフェース２０００は、以下で説明される図２１Ｃ－Ｄに示されるもの等のディス
プレイを使用して生成されることができることを理解されたい。
例示的Ｍ２Ｍ／ＩｏＴ／ＷｏＴ通信システム
【０１７９】
　本明細書に説明される種々の技法は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、
もしくは適切である場合、それらの組み合わせに関連して実装されてもよい。そのような
ハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアは、通信ネットワークの種々のノー
ドに位置する装置の中に常駐してもよい。本装置は、本明細書に説明される方法をもたら
すように、単独で、または相互と組み合わせて動作してもよい。本明細書で使用されるよ
うに、用語「装置」、「ネットワーク装置」、「ノード」、「デバイス」、および「ネッ
トワークノード」は、同義的に使用されてもよい。
【０１８０】
　用語「サービス層」は、ネットワークサービスアーキテクチャ内の機能層を指す。サー
ビス層は、典型的には、ＨＴＴＰ、ＣｏＡＰ、またはＭＱＴＴ等のアプリケーションプロ
トコル層の上方に位置し、付加価値サービスをクライアントアプリケーションに提供する
。サービス層はまた、インターフェースを、例えば、制御層およびトランスポート／アク
セス層等の下位リソース層におけるコアネットワークに提供する。サービス層は、サービ
ス定義、サービスランタイム有効化、ポリシ管理、アクセス制御、およびサービスクラス
タリングを含む、（サービス）能力または機能性の複数のカテゴリをサポートする。最近
、いくつかの産業規格団体、例えば、ｏｎｅＭ２Ｍが、インターネット／ウェブ、セルラ
ー、企業、およびホームネットワーク等の展開へのＭ２Ｍタイプのデバイスならびにアプ
リケーションの統合と関連付けられたチャレンジに対処するためのＭ２Ｍサービス層を開
発している。Ｍ２Ｍサービス層は、アプリケーションおよび／または種々のデバイスに、
ＣＳＥもしくはＳＣＬと称され得る、サービス層によってサポートされる前述の能力また
は機能性の集合もしくはセットへのアクセスを提供することができる。いくつかの実施例
として、限定ではないが、種々のアプリケーションによって一般に使用され得る、セキュ
リティ、課金、データ管理、デバイス管理、発見、プロビジョニング、およびコネクティ
ビティ管理が挙げられる。これらの能力または機能性は、Ｍ２Ｍサービス層によって定義
されたメッセージフォーマット、リソース構造、およびリソース表現を利用するＡＰＩを
介して、そのような種々のアプリケーションに利用可能となる。ＣＳＥまたはＳＣＬは、
それらにそのような能力もしくは機能性を使用するために、ハードウェアおよび／もしく
はソフトウェアによって実装され得、種々のアプリケーションならびに／もしくはデバイ
スにエクスポーズされる（サービス）能力または機能性を提供する、機能エンティティ（
すなわち、そのような機能エンティティ間の機能インターフェース）である。
【０１８１】
　図２１Ａは、１つまたはそれを上回る開示される実施形態が実装され得る、例示的マシ
ンツーマシン（Ｍ２Ｍ）、モノのインターネット（ＩｏＴ）、またはモノのウェブ（Ｗｏ
Ｔ）通信システム１０の略図である。概して、Ｍ２Ｍ技術は、ＩｏＴ／ＷｏＴのための構
築ブロックを提供し、任意のＭ２Ｍデバイス、Ｍ２Ｍゲートウェイ、またはＭ２Ｍサービ
スプラットフォームは、ＩｏＴ／ＷｏＴのコンポーネントまたはノードならびにＩｏＴ／
ＷｏＴサービス層等であってもよい。通信システム１０は、開示される実施形態の機能性
を実装するために使用されることができ、ＭＭＥ２０２、ＷＬＡＮ　ＡＮ２０４、Ｓ－Ｇ
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Ｗ２０６、Ｐ－ＧＷ２０８、ＨＳＳ２１０、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２、ＵＥ２１４
、ＥＰＣ２１６、ＴＷＡＮ２１８、ＨｅＮＢ２２０、ＴＷＡＰ２２４、ＩＳＷＮ２３０、
ＴＷＡＧ２３２、Ｓ－ＧｗＩＰ－ＧＷ１００２、マクロｅＮＢ１７０２、非信頼ＷＬＡＮ
１８０２、およびｅＰＤＧ１８０４等の機能性および論理エンティティならびに図２０に
示されるユーザインターフェース２０００を生成するための論理エンティティを含むこと
ができる。
【０１８２】
　図２１Ａに示されるように、Ｍ２Ｍ／ＩｏＴ／ＷｏＴ通信システム１０は、通信ネット
ワーク１２を含む。通信ネットワーク１２は、固定ネットワーク（例えば、イーサネット
（登録商標）、ファイバ、ＩＳＤＮ、ＰＬＣ、または同等物）もしくは無線ネットワーク
（例えば、ＷＬＡＮ、セルラー、または同等物）もしくは異種ネットワークのネットワー
クであってもよい。例えば、通信ネットワーク１２は、音声、データ、ビデオ、メッセー
ジング、ブロードキャスト、または同等物等のコンテンツを複数のユーザに提供する、多
重アクセスネットワークから成ってもよい。例えば、通信ネットワーク１２は、符号分割
多重アクセス（ＣＤＭＡ）、時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）、周波数分割多重アクセス
（ＦＤＭＡ）、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）、単一キャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）
、および同等物等の１つまたはそれを上回るチャネルアクセス方法を採用してもよい。さ
らに、通信ネットワーク１２は、例えば、コアネットワーク、インターネット、センサネ
ットワーク、工業制御ネットワーク、パーソナルエリアネットワーク、融合個人ネットワ
ーク、衛星ネットワーク、ホームネットワーク、または企業ネットワーク等の他のネット
ワークを備えてもよい。
【０１８３】
　図２１Ａに示されるように、Ｍ２Ｍ／ＩｏＴ／ＷｏＴ通信システム１０は、インフラス
トラクチャドメインおよびフィールドドメインを含んでもよい。インフラストラクチャド
メインは、エンドツーエンドＭ２Ｍ展開のネットワーク側を指し、フィールドドメインは
、通常、Ｍ２Ｍゲートウェイの背後にある、エリアネットワークを指す。フィールドドメ
インおよびインフラストラクチャドメインは両方とも、種々の異なるネットワークノード
（例えば、サーバ、ゲートウェイ、デバイス、および同等物）を備えてもよい。例えば、
フィールドドメインは、Ｍ２Ｍゲートウェイ１４と、端末デバイス１８とを含んでもよい
。任意の数のＭ２Ｍゲートウェイデバイス１４およびＭ２Ｍ端末デバイス１８が、所望に
応じて、Ｍ２Ｍ／ＩｏＴ／ＷｏＴ通信システム１０に含まれ得ることが理解されるであろ
う。Ｍ２Ｍゲートウェイデバイス１４およびＭ２Ｍ端末デバイス１８はそれぞれ、通信回
路を使用して、通信ネットワーク１２または直接無線リンクを介して、信号を伝送および
受信するように構成される。Ｍ２Ｍゲートウェイ１４は、無線Ｍ２Ｍデバイス（例えば、
セルラーおよび非セルラー）ならびに固定ネットワークＭ２Ｍデバイス（例えば、ＰＬＣ
）が、通信ネットワーク１２等のオペレータネットワークを通して、または直接無線リン
クを通してのいずれかで、通信することを可能にする。例えば、Ｍ２Ｍ端末デバイス１８
は、データを収集し、通信ネットワーク１２または直接無線リンクを介して、データをＭ
２Ｍアプリケーション２０または他のＭ２Ｍ端末デバイス１８に送信してもよい。Ｍ２Ｍ
端末デバイス１８はまた、Ｍ２Ｍアプリケーション２０またはＭ２Ｍ端末デバイス１８か
らデータを受信してもよい。さらに、データおよび信号は、以下で説明されたように、Ｍ
２Ｍサービス層２２を介して、Ｍ２Ｍアプリケーション２０に送信され、そこから受信さ
れてもよい。Ｍ２Ｍ端末デバイス１８およびゲートウェイ１４は、例えば、セルラー、Ｗ
ＬＡＮ、ＷＰＡＮ（例えば、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）、６ＬｏＷＰＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標））、直接無線リンク、および有線を含む、種々のネットワークを介し
て通信してもよい。
【０１８４】
　例示的Ｍ２Ｍ端末デバイス１８は、タブレット、スマートフォン、医療デバイス、温度
および天候モニタ、コネクテッドカー、スマートメータ、ゲームコンソール、携帯情報端
末、健康およびフィットネスモニタ、照明、サーモスタット、電気器具、車庫のドアおよ
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び他のアクチュエータベースのデバイス、セキュリティデバイス、ならびにスマートコン
セントを含むが、それらに限定されない。
【０１８５】
　図２１Ｂを参照すると、フィールドドメイン内の図示されるＭ２Ｍサービス層２２は、
Ｍ２Ｍアプリケーション２０、Ｍ２Ｍゲートウェイデバイス１４、およびＭ２Ｍ端末デバ
イス１８、ならびに通信ネットワーク１２のためのサービスを提供する。通信システムネ
ットワーク１２は、開示される実施形態の機能性を実装するために使用されることができ
、ＭＭＥ２０２、ＷＬＡＮ　ＡＮ２０４、Ｓ－ＧＷ２０６、Ｐ－ＧＷ２０８、ＨＳＳ２１
０、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２、ＵＥ２１４、ＥＰＣ２１６、ＴＷＡＮ２１８、Ｈｅ
ＮＢ２２０、ＴＷＡＰ２２４、ＩＳＷＮ２３０、ＴＷＡＧ２３２、Ｓ－ＧｗＩＰ－ＧＷ１
００２、マクロｅＮＢ１７０２、非信頼ＷＬＡＮ１８０２、およびｅＰＤＧ１８０４等の
機能性および論理エンティティならびに図２０に示されるユーザインターフェース２００
０を生成するための論理エンティティを含むことができる。
【０１８６】
　Ｍ２Ｍサービス層２２は、例えば、以下で説明された図２１Ｃおよび２１Ｄで図示され
るデバイスを含む、１つまたはそれを上回るサーバ、コンピュータ、デバイス、仮想マシ
ン（例えば、クラウド／記憶ファーム等）、または同等物によって実装されてもよい。Ｍ
２Ｍサービス層２２は、所望に応じて、任意の数のＭ２Ｍアプリケーション、Ｍ２Ｍゲー
トウェイ１４、Ｍ２Ｍ端末デバイス１８、および通信ネットワーク１２と通信し得ること
が理解されるであろう。Ｍ２Ｍサービス層２２は、サーバ、コンピュータ、デバイス、ま
たは同等物を備え得る、ネットワークの１つもしくはそれを上回るノードによって実装さ
れてもよい。Ｍ２Ｍサービス層２２は、Ｍ２Ｍ端末デバイス１８、Ｍ２Ｍゲートウェイデ
バイス１４、およびＭ２Ｍアプリケーション２０に適用されるサービス能力を提供する。
Ｍ２Ｍサービス層２２の機能は、例えば、ウェブサーバとして、セルラーコアネットワー
ク内で、クラウド内で等、種々の方法で実装されてもよい。
【０１８７】
　図示されるＭ２Ｍサービス層２２と同様に、インフラストラクチャドメイン内にＭ２Ｍ
サービス層２２’が、存在する。Ｍ２Ｍサービス層２２’は、インフラストラクチャドメ
イン内のＭ２Ｍアプリケーション２０’および下層通信ネットワーク１２のためのサービ
スを提供する。Ｍ２Ｍサービス層２２’はまた、フィールドドメイン内のＭ２Ｍゲートウ
ェイデバイス１４およびＭ２Ｍ端末デバイス１８のためのサービスも提供する。Ｍ２Ｍサ
ービス層２２’は、任意の数のＭ２Ｍアプリケーション、Ｍ２Ｍゲートウェイ、およびＭ
２Ｍデバイスと通信し得ることが理解されるであろう。Ｍ２Ｍサービス層２２’は、異な
るサービスプロバイダによるサービス層と相互作用してもよい。Ｍ２Ｍサービス層２２’
は、サーバ、コンピュータ、デバイス、仮想マシン（例えば、クラウドコンピューティン
グ／記憶ファーム等）、または同等物を備え得る、ネットワークの１つもしくはそれを上
回るノードによって実装されてもよい。
【０１８８】
　また、図２１Ｂも参照すると、Ｍ２Ｍサービス層２２および２２’は、多様なアプリケ
ーションおよびバーティカルが活用することができる、サービス送達能力のコアセットを
提供する。これらのサービス能力は、Ｍ２Ｍアプリケーション２０および２０’がデバイ
スと相互作用し、データ収集、データ分析、デバイス管理、セキュリティ、課金、サービ
ス／デバイス発見等の機能を果たすことを可能にする。本質的に、これらのサービス能力
は、これらの機能性を実装する負担をアプリケーションから取り除き、したがって、アプ
リケーション開発を単純化し、市場に出すコストおよび時間を削減する。サービス層２２
および２２’はまた、Ｍ２Ｍアプリケーション２０および２０’が、サービス層２２およ
び２２’が提供するサービスと関連して、ネットワーク１２を通して通信することも可能
にする。
【０１８９】
　本願の方法は、サービス層２２および２２’の一部として実装されてもよい。サービス
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層２２および２２’は、アプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）お
よび下層ネットワーキングインターフェースのセットを通して付加価値サービス能力をサ
ポートする、ソフトウェアミドルウェア層である。ＥＴＳＩ　Ｍ２ＭおよびｏｎｅＭ２Ｍ
の両方は、本願の接続方法を含有し得る、サービス層を使用する。ＥＴＳＩ　Ｍ２Ｍのサ
ービス層は、サービス能力層（ＳＣＬ）と称される。ＳＣＬは、Ｍ２Ｍデバイス（デバイ
スＳＣＬ（ＤＳＣＬ）と称される）、ゲートウェイ（ゲートウェイＳＣＬ（ＧＳＣＬ）と
称される）、および／またはネットワークノード（ネットワークＳＣＬ（ＮＳＣＬ）と称
される）内に実装されてもよい。ｏｎｅＭ２Ｍサービス層は、共通サービス機能（ＣＳＦ
）（すなわち、サービス能力）のセットをサポートする。１つまたはそれを上回る特定の
タイプのＣＳＦのセットのインスタンス化は、異なるタイプのネットワークノード（例え
ば、インフラストラクチャノード、中間ノード、特定用途向けノード）上にホストされ得
る、共通サービスエンティティ（ＣＳＥ）と称される。さらに、本願の接続方法は、本願
の接続方法等のサービスにアクセスするために、サービス指向アーキテクチャ（ＳＯＡ）
および／またはリソース指向アーキテクチャ（ＲＯＡ）を使用する、Ｍ２Ｍネットワーク
の一部として実装されることができる。
【０１９０】
　いくつかの実施形態では、Ｍ２Ｍアプリケーション２０および２０’は、開示されるシ
ステムおよび方法と併せて使用されてもよい。Ｍ２Ｍアプリケーション２０および２０’
は、ＵＥまたはゲートウェイと相互作用するアプリケーションを含んでもよく、また、他
の開示されるシステムおよび方法と併せて使用されてもよい。
【０１９１】
　一実施形態では、ＭＭＥ２０２、ＷＬＡＮ　ＡＮ２０４、Ｓ－ＧＷ２０６、Ｐ－ＧＷ２
０８、ＨＳＳ２１０、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２、ＵＥ２１４、ＥＰＣ２１６、ＴＷ
ＡＮ２１８、ＨｅＮＢ２２０、ＴＷＡＰ２２４、ＩＳＷＮ２３０、ＴＷＡＧ２３２、Ｓ－
ＧｗＩＰ－ＧＷ１００２、マクロｅＮＢ１７０２、非信頼ＷＬＡＮ１８０２、およびｅＰ
ＤＧ１８０４等の論理エンティティならびに図２０に示されるユーザインターフェース２
０００を生成するための論理エンティティは、図２１Ｂに示されるように、Ｍ２Ｍサーバ
、Ｍ２Ｍゲートウェイ、またはＭ２Ｍデバイス等のＭ２ＭノードによってホストされるＭ
２Ｍサービス層インスタンス内でホストされてもよい。例えば、ＭＭＥ２０２、ＷＬＡＮ
　ＡＮ２０４、Ｓ－ＧＷ２０６、Ｐ－ＧＷ２０８、ＨＳＳ２１０、３ＧＰＰ　ＡＡＡサー
バ２１２、ＵＥ２１４、ＥＰＣ２１６、ＴＷＡＮ２１８、ＨｅＮＢ２２０、ＴＷＡＰ２２
４、ＩＳＷＮ２３０、ＴＷＡＧ２３２、Ｓ－ＧｗＩＰ－ＧＷ１００２、マクロｅＮＢ１７
０２、非信頼ＷＬＡＮ１８０２、およびｅＰＤＧ１８０４等の機能性エンティティならび
に図２０に示されるユーザインターフェース２０００を生成するための論理エンティティ
は、Ｍ２Ｍサービス層インスタンス内で、または既存のサービス能力内のサブ機能として
、個々のサービス能力を備えてもよい。
【０１９２】
　Ｍ２Ｍアプリケーション２０および２０’は、限定ではないが、輸送、保健および健康
、コネクテッドホーム、エネルギー管理、アセット追跡、ならびにセキュリティおよび監
視等の種々の業界でのアプリケーションを含んでもよい。前述のように、本システムのデ
バイス、ゲートウェイ、サーバ、および他のノードにわたって作動するＭ２Ｍサービス層
は、例えば、データ収集、デバイス管理、セキュリティ、課金、場所追跡／ジオフェンシ
ング、デバイス／サービス発見、およびレガシーシステム統合等の機能をサポートし、サ
ービスとしてこれらの機能をＭ２Ｍアプリケーション２０および２０’に提供する。
【０１９３】
　概して、サービス層２２および２２’は、アプリケーションプログラミングインターフ
ェース（ＡＰＩ）および下層ネットワーキングインターフェースのセットを通して付加価
値サービス能力をサポートする、ソフトウェアミドルウェア層を定義する。ＥＴＳＩ　Ｍ
２ＭおよびｏｎｅＭ２Ｍアーキテクチャの両方は、サービス層を定義する。ＥＴＳＩ　Ｍ
２Ｍのサービス層は、サービス能力層（ＳＣＬ）と称される。ＳＣＬは、ＥＴＳＩ　Ｍ２
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Ｍアーキテクチャの種々の異なるノード内に実装されてもよい。例えば、サービス層のイ
ンスタンスは、Ｍ２Ｍデバイス（デバイスＳＣＬ（ＤＳＣＬ）と称される）、ゲートウェ
イ（ゲートウェイＳＣＬ（ＧＳＣＬ）と称される）、および／またはネットワークノード
（ネットワークＳＣＬ（ＮＳＣＬ）と称される）内で実装されてもよい。ｏｎｅＭ２Ｍサ
ービス層は、共通サービス機能（ＣＳＦ）（すなわち、サービス能力）のセットをサポー
トする。１つまたはそれを上回る特定のタイプのＣＳＦのセットのインスタンス化は、異
なるタイプのネットワークノード（例えば、インフラストラクチャノード、中間ノード、
特定用途向けノード）上にホストされ得る、共通サービスエンティティ（ＣＳＥ）と称さ
れる。第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）はまた、マシンタイプ通信（
ＭＴＣ）のためのアーキテクチャも定義している。そのアーキテクチャでは、サービス層
、およびそれが提供するサービス能力は、サービス能力サーバ（ＳＣＳ）の一部として実
装される。ＥＴＳＩ　Ｍ２ＭアーキテクチャのＤＳＣＬ、ＧＳＣＬ、またはＮＳＣＬで具
現化されようと、３ＧＰＰ　ＭＴＣアーキテクチャのサービス能力サーバ（ＳＣＳ）で具
現化されようと、ｏｎｅＭ２ＭアーキテクチャのＣＳＦまたはＣＳＥで具現化されようと
、もしくはネットワークのある他のノードとして具現化されようと、サービス層のインス
タンスは、サーバ、コンピュータ、および他のコンピュータデバイスまたはノードを含む
、ネットワーク内の１つもしくはそれを上回る独立型ノード上で実行される論理エンティ
ティ（例えば、ソフトウェア、コンピュータ実行可能命令、および同等物）として、もし
くは１つまたはそれを上回る既存のノードの一部としてのいずれかで実装されてもよい。
実施例として、サービス層またはそのコンポーネントのインスタンスは、以下で説明され
た図２１Ｃまたは図２１Ｄで図示される一般アーキテクチャを有する、ネットワークノー
ド（例えば、サーバ、コンピュータ、ゲートウェイ、デバイス、または同等物）上で作動
するソフトウェアの形態において実装されてもよい。
【０１９４】
　さらに、ＭＭＥ２０２、ＷＬＡＮ　ＡＮ２０４、Ｓ－ＧＷ２０６、Ｐ－ＧＷ２０８、Ｈ
ＳＳ２１０、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２、ＵＥ２１４、ＥＰＣ２１６、ＴＷＡＮ２１
８、ＨｅＮＢ２２０、ＴＷＡＰ２２４、ＩＳＷＮ２３０、ＴＷＡＧ２３２、Ｓ－ＧｗＩＰ
－ＧＷ１００２、マクロｅＮＢ１７０２、非信頼ＷＬＡＮ１８０２、およびｅＰＤＧ１８
０４等の論理エンティティならびに図２０に示されるユーザインターフェース２０００を
生成するための論理エンティティは、本願のサービスにアクセスするために、サービス指
向アーキテクチャ（ＳＯＡ）および／またはリソース指向アーキテクチャ（ＲＯＡ）を使
用する、Ｍ２Ｍネットワークの一部として実装されることができる。
【０１９５】
　図２１Ｃは、Ｍ２Ｍデバイス１８、Ｍ２Ｍゲートウェイ１４、Ｍ２Ｍサーバ、または同
等物等のＭ２Ｍネットワークノード３０の例示的ハードウェア／ソフトウェアアーキテク
チャのブロック図である。ノード３０は、ＭＭＥ２０２、ＷＬＡＮ　ＡＮ２０４、Ｓ－Ｇ
Ｗ２０６、Ｐ－ＧＷ２０８、ＨＳＳ２１０、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２、ＵＥ２１４
、ＥＰＣ２１６、ＴＷＡＮ２１８、ＨｅＮＢ２２０、ＴＷＡＰ２２４、ＩＳＷＮ２３０、
ＴＷＡＧ２３２、Ｓ－ＧｗＩＰ－ＧＷ１００２、マクロｅＮＢ１７０２、非信頼ＷＬＡＮ
１８０２、およびｅＰＤＧ１８０４等の論理エンティティならびに図２０に示されるユー
ザインターフェース２０００を生成するための論理エンティティを実行する、または含む
ことができる。
【０１９６】
　デバイス３０は、図２１Ａ－Ｂに示されるようなＭ２Ｍネットワークの一部または非Ｍ
２Ｍネットワークの一部であり得る。図２１Ｃに示されるように、Ｍ２Ｍノード３０は、
プロセッサ３２と、非リムーバブルメモリ４４と、リムーバブルメモリ４６と、スピーカ
／マイクロホン３８と、キーパッド４０と、ディスプレイ、タッチパッド、および／また
はインジケータ４２と、電源４８と、全地球測位システム（ＧＰＳ）チップセット５０と
、他の周辺機器５２とを含んでもよい。ノード３０はまた、送受信機３４および伝送／受
信要素３６等の通信回路を含んでもよい。Ｍ２Ｍノード３０は、実施形態と一致したまま
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で、先述の要素の任意の副次的組み合わせを含み得ることが理解されるであろう。本ノー
ドは、本明細書に説明されるＳＭＳＦ機能性を実装する、ノードであってもよい。
【０１９７】
　プロセッサ３２は、汎用プロセッサ、特殊目的プロセッサ、従来のプロセッサ、デジタ
ル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと関連する１つま
たはそれを上回るマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、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）回路、
任意の他のタイプの集積回路（ＩＣ）、状態マシン、および同等物であってもよい。一般
に、プロセッサ３２は、ノードの種々の要求される機能を果たすために、ノードのメモリ
（例えば、メモリ４４および／またはメモリ４６）内に記憶されるコンピュータ実行可能
命令を実行してもよい。例えば、プロセッサ３２は、信号符号化、データ処理、電力制御
、入出力処理、および／またはＭ２Ｍノード３０が無線もしくは有線環境内で動作するこ
とを可能にする任意の他の機能性を行ってもよい。プロセッサ３２は、アプリケーション
層プログラム（例えば、ブラウザ）および／または無線アクセス層（ＲＡＮ）プログラム
ならびに／もしくは他の通信プログラムを起動させてもよい。プロセッサ３２はまた、例
えば、アクセス層および／またはアプリケーション層等で、認証、セキュリティキー一致
、ならびに／もしくは暗号動作等のセキュリティ動作を行ってもよい。
【０１９８】
　図２１Ｃに示されるように、プロセッサ３２は、その通信回路（例えば、送受信機３４
および伝送／受信要素３６）に連結される。プロセッサ３２は、ノード３０に、それが接
続されるネットワークを介して他のノードと通信させるために、コンピュータ実行可能命
令の実行を通して、通信回路を制御してもよい。特に、プロセッサ３２は、本明細書およ
び請求項に説明される伝送および受信ステップを行うために、通信回路を制御してもよい
。図２１Ｃは、プロセッサ３２および送受信機３４を別個のコンポーネントとして描写す
るが、プロセッサ３２および送受信機３４は、電子パッケージまたはチップ内にともに統
合され得ることが理解されるであろう。
【０１９９】
　伝送／受信要素３６は、Ｍ２Ｍサーバ、ゲートウェイ、デバイス、および同等物を含む
、他のＭ２Ｍノードに信号を伝送する、またはそこから信号を受信するように構成されて
もよい。例えば、ある実施形態では、伝送／受信要素３６は、ＲＦ信号を伝送および／ま
たは受信するように構成されるアンテナであってもよい。伝送／受信要素３６は、ＷＬＡ
Ｎ、ＷＰＡＮ、セルラー、および同等物等の種々のネットワークならびにエアインターフ
ェースをサポートしてもよい。ある実施形態では、伝送／受信要素３６は、例えば、ＩＲ
、ＵＶ、または可視光信号を伝送ならびに／もしくは受信するように構成されるエミッタ
／検出器であってもよい。さらに別の実施形態では、伝送／受信要素３６は、ＲＦおよび
光信号の両方を伝送ならびに受信するように構成されてもよい。伝送／受信要素３６は、
無線または有線信号の任意の組み合わせを伝送ならびに／もしくは受信するように構成さ
れ得ることが理解されるであろう。
【０２００】
　加えて、伝送／受信要素３６は、単一の要素として図２１Ｃに描写されているが、Ｍ２
Ｍノード３０は、任意の数の伝送／受信要素３６を含んでもよい。より具体的には、Ｍ２
Ｍノード３０は、ＭＩＭＯ技術を採用してもよい。したがって、ある実施形態では、Ｍ２
Ｍノード３０は、無線信号を伝送および受信するための２つまたはそれを上回る伝送／受
信要素３６（例えば、複数のアンテナ）を含んでもよい。
【０２０１】
　送受信機３４は、伝送／受信要素３６によって伝送される信号を変調するように、およ
び伝送／受信要素３６によって受信される信号を復調するように構成されてもよい。上記
のように、Ｍ２Ｍノード３０は、マルチモード能力を有してもよい。したがって、送受信
機３４は、Ｍ２Ｍノード３０が、例えば、ＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１１等の複数
のＲＡＴを介して通信することを可能にするための複数の送受信機を含んでもよい。
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【０２０２】
　プロセッサ３２は、非リムーバブルメモリ４４および／またはリムーバブルメモリ４６
等の任意のタイプの好適なメモリから情報にアクセスし、その中にデータを記憶してもよ
い。例えば、プロセッサ３２は、前述のように、セッションコンテキストをそのメモリ内
に記憶してもよい。非リムーバブルメモリ４４は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、
読取専用メモリ（ＲＯＭ）、ハードディスク、または任意の他のタイプのメモリ記憶デバ
イスを含んでもよい。リムーバブルメモリ４６は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カー
ド、メモリスティック、セキュアデジタル（ＳＤ）メモリカード、および同等物を含んで
もよい。他の実施形態では、プロセッサ３２は、サーバまたはホームコンピュータ上等、
Ｍ２Ｍノード３０上に物理に位置しないメモリから情報にアクセスし、その中にデータを
記憶してもよい。プロセッサ３２は、ディスプレイまたはインジケータ４２上の照明パタ
ーン、画像、または色を制御し、Ｍ２Ｍサービス層セッション移行または共有のステータ
スを反映させる、またはノードのセッション移行または共有能力もしくは設定についての
入力をユーザから得る、または情報をユーザに表示するように構成されてもよい。別の実
施例では、ディスプレイは、セッション状態に関する情報を示してもよい。本開示は、ｏ
ｎｅＭ２Ｍ実施形態においてＲＥＳＴｆｕｌユーザ／アプリケーションＡＰＩを定義する
。ディスプレイ上に示され得る、グラフィカルユーザインターフェースは、ＡＰＩの上部
に層化され、ユーザが、本明細書に説明される下層サービス層セッション機能性を介して
、Ｅ２Ｅセッションまたはその移行もしくは共有を双方向に確立および管理することを可
能にしてもよい。
【０２０３】
　プロセッサ３２は、電源４８から電力を受容してもよく、Ｍ２Ｍノード３０内の他のコ
ンポーネントへの電力を配信および／または制御するように構成されてもよい。電源４８
は、Ｍ２Ｍノード３０に給電するための任意の好適なデバイスであってもよい。例えば、
電源４８は、１つまたはそれを上回る乾電池バッテリ（例えば、ニッケルカドミウム（Ｎ
ｉＣｄ）、ニッケル亜鉛（ＮｉＺｎ）、ニッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（Ｌ
ｉ－ｉｏｎ）等）、太陽電池、燃料電池、および同等物を含んでもよい。
【０２０４】
　プロセッサ３２はまた、Ｍ２Ｍノード３０の現在の場所に関する場所情報（例えば、経
度および緯度）を提供するように構成され得る、ＧＰＳチップセット５０に連結されても
よい。Ｍ２Ｍノード３０は、実施形態と一致したままで、任意の好適な場所判定方法を介
して場所情報を獲得し得ることが理解されるであろう。
【０２０５】
　プロセッサ３２はさらに、付加的な特徴、機能性、および／または有線もしくは無線接
続を提供する、１つまたはそれを上回るソフトウェアならびに／もしくはハードウェアモ
ジュールを含み得る、他の周辺機器５２に連結されてもよい。例えば、周辺機器５２は、
種々のセンサ、例えば、加速度計、バイオメトリック（例えば、指紋）センサ、ｅ－コン
パス、衛星送受信機、デジタルカメラ（写真またはビデオ用）、ユニバーサルシリアルバ
ス（ＵＳＢ）ポートまたは他の相互接続インターフェース、振動デバイス、テレビ送受信
機、ハンズフリーヘッドセット、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、周波数変
調（ＦＭ）無線ユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレ
ーヤモジュール、インターネットブラウザ、および同等物を含んでもよい。
【０２０６】
　ノード３０は、センサ、消費者電子機器、装着式デバイス、例えば、スマートウォッチ
またはスマート衣類、医療またはｅヘルスデバイス、ロボット、産業機器、ドローン、車
両、例えば、車、トラック、電車、または飛行機等の他の装置またはデバイス内に具現化
されてもよい。ノード３０は、周辺機器５２のうちの１つを備え得る相互接続インターフ
ェース等の１つまたはそれを上回る相互接続インターフェースを介して、そのような装置
またはデバイスの他のコンポーネント、モジュール、またはシステムに接続してもよい。
代替として、ノード３０は、センサ、消費者電子機器、装着式デバイス、例えば、スマー
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トウォッチまたはスマート衣類、医療またはｅヘルスデバイス、ロボット、産業機器、ド
ローン、車両、例えば、車、トラック、電車、または飛行機等の装置もしくはデバイスを
備えてもよい。
【０２０７】
　図２１Ｄは、Ｍ２Ｍサーバ、ゲートウェイ、デバイス、または他のノード等、Ｍ２Ｍネ
ットワークの１つまたはそれを上回るノードを実装するためにも使用され得る、例示的コ
ンピューティングシステム９０のブロック図である。コンピューティングシステム９０は
、コンピュータまたはサーバを備えてもよく、主に、ソフトウェアの形態であり得るコン
ピュータ可読命令によって制御されてもよく、どこでもまたはどのような手段を用いても
、そのようなソフトウェアが記憶またはアクセスされる。コンピューティングシステム９
０は、ＭＭＥ２０２、ＷＬＡＮ　ＡＮ２０４、Ｓ－ＧＷ２０６、Ｐ－ＧＷ２０８、ＨＳＳ
２１０、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２、ＵＥ２１４、ＥＰＣ２１６、ＴＷＡＮ２１８、
ＨｅＮＢ２２０、ＴＷＡＰ２２４、ＩＳＷＮ２３０、ＴＷＡＧ２３２、Ｓ－ＧｗＩＰ－Ｇ
Ｗ１００２、マクロｅＮＢ１７０２、非信頼ＷＬＡＮ１８０２、およびｅＰＤＧ１８０４
等の論理エンティティならびに図２０に示されるユーザインターフェース２０００を生成
するための論理エンティティを実行する、または含むことができる。
【０２０８】
　コンピューティングシステム９０は、Ｍ２Ｍデバイス、ユーザ機器、ゲートウェイ、Ｕ
Ｅ／ＧＷ、または、例えば、モバイルコアネットワーク、サービス層ネットワークアプリ
ケーションプロバイダ、端末デバイス１８、もしくはＭ２Ｍゲートウェイデバイス１４の
ノードを含む、任意の他のノードであり得る。そのようなコンピュータ可読命令は、コン
ピューティングシステム９０を稼働させるように、中央処理装置（ＣＰＵ）９１等のプロ
セッサ内で実行されてもよい。多くの既知のワークステーション、サーバ、およびパーソ
ナルコンピュータでは、中央処理装置９１は、マイクロプロセッサと呼ばれる単一チップ
ＣＰＵによって実装される。他のマシンでは、中央処理装置９１は、複数のプロセッサを
備えてもよい。コプロセッサ８１は、付加的な機能を果たすか、またはＣＰＵ９１を支援
する、主要ＣＰＵ９１とは明確に異なる、随意的なプロセッサである。ＣＰＵ９１および
／またはコプロセッサ８１は、セッション証明書の受信またはセッション証明書に基づく
認証等、Ｅ２Ｅ　Ｍ２Ｍサービス層セッションのための開示されるシステムおよび方法に
関連するデータを受信、生成、ならびに処理してもよい。
【０２０９】
　動作時、ＣＰＵ９１は、命令をフェッチ、復号、および実行し、コンピュータの主要デ
ータ転送パスであるシステムバス８０を介して、情報を他のリソースへ、およびそこから
転送する。そのようなシステムバスは、コンピューティングシステム９０内のコンポーネ
ントを接続し、データ交換のための媒体を定義する。システムバス８０は、典型的には、
データを送信するためのデータラインと、アドレスを送信するためのアドレスラインと、
割り込みを送信するため、およびシステムバスを動作するための制御ラインとを含む。そ
のようなシステムバス８０の実施例は、ＰＣＩ（周辺コンポーネント相互接続）バスであ
る。
【０２１０】
　システムバス８０に連結されるメモリは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）８２と、
読取専用メモリ（ＲＯＭ）９３とを含む。そのようなメモリは、情報が記憶され、読み出
されることを可能にする回路を含む。ＲＯＭ９３は、概して、容易に修正され得ない、記
憶されたデータを含有する。ＲＡＭ８２内に記憶されたデータは、ＣＰＵ９１または他の
ハードウェアデバイスによって読み取られる、もしくは変更されてもよい。ＲＡＭ８２お
よび／またはＲＯＭ９３へのアクセスは、メモリコントローラ９２によって制御されても
よい。メモリコントローラ９２は、命令が実行されると、仮想アドレスを物理アドレスに
変換する、アドレス変換機能を提供してもよい。メモリコントローラ９２はまた、システ
ム内のプロセスを隔離し、ユーザプロセスからシステムプロセスを隔離する、メモリ保護
機能を提供してもよい。したがって、第１のモードで作動するプログラムは、その独自の
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プロセス仮想アドレス空間によってマップされるメモリのみにアクセスすることができ、
プロセス間のメモリ共有が設定されていない限り、別のプロセスの仮想アドレス空間内の
メモリにアクセスすることはできない。
【０２１１】
　加えて、コンピューティングシステム９０は、ＣＰＵ９１からプリンタ９４、キーボー
ド８４、マウス９５、およびディスクドライブ８５等の周辺機器に命令を伝達する責任が
ある、周辺機器コントローラ８３を含有してもよい。
【０２１２】
　ディスプレイコントローラ９６によって制御される、ディスプレイ８６は、コンピュー
ティングシステム９０によって生成される視覚的出力を表示するために使用される。その
ような視覚的出力は、テキスト、グラフィックス、動画グラフィックス、およびビデオを
含んでもよい。ディスプレイ８６は、ＣＲＴベースのビデオディスプレイ、ＬＣＤベース
のフラットパネルディスプレイ、ガスプラズマベースのフラットパネルディスプレイ、ま
たはタッチパネルを伴って実装されてもよい。ディスプレイコントローラ９６は、ディス
プレイ８６に送信されるビデオ信号を生成するために要求される、電子コンポーネントを
含む。
【０２１３】
　さらに、コンピューティングシステム９０は、例えば、図２１Ａおよび図２１Ｂのネッ
トワーク１２等の外部通信ネットワークにコンピューティングシステム９０を接続するた
めに使用され得る、ネットワークアダプタ９７等の通信回路を含有し、コンピューティン
グシステム９０が、ネットワークの他のノードと通信することを可能にしてもよい。
【０２１４】
　ユーザ機器（ＵＥ）は、通信するためにエンドユーザによって使用される任意のデバイ
スであることができる。これは、携帯電話、モバイルブロードバンドアダプタを装備する
ラップトップコンピュータ、または任意の他のデバイスであることができる。例えば、Ｕ
Ｅは、図２１Ａ－ＢのＭ２Ｍ端末デバイス１８または図２１Ｃのデバイス３０として実装
されることができる。
【０２１５】
　本明細書で説明されたシステム、方法、およびプロセスのうちのいずれかまたは全ては
、コンピュータ可読記憶媒体上に記憶されたコンピュータ実行可能命令（すなわち、プロ
グラムコード）の形態で具現化され得、その命令は、例えば、Ｍ２Ｍサーバ、ゲートウェ
イ、デバイス、または同等物を含む、Ｍ２Ｍネットワークのノード等のマシンによって実
行されると、本明細書に説明されるシステム、方法、およびプロセスを行うならびに／も
しくは実装することが理解される。具体的には、ゲートウェイ、ＵＥ、ＵＥ／ＧＷ、また
はモバイルコアネットワーク、サービス層、もしくはネットワークアプリケーションプロ
バイダのノードのうちのいずれかの動作を含む、前述のステップ、動作、または機能のう
ちのいずれかは、そのようなコンピュータ実行可能命令の形態において実装されてもよい
。ＭＭＥ２０２、ＷＬＡＮ　ＡＮ２０４、Ｓ－ＧＷ２０６、Ｐ－ＧＷ２０８、ＨＳＳ２１
０、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ２１２、ＵＥ２１４、ＥＰＣ２１６、ＴＷＡＮ２１８、Ｈｅ
ＮＢ２２０、ＴＷＡＰ２２４、ＩＳＷＮ２３０、ＴＷＡＧ２３２、Ｓ－ＧｗＩＰ－ＧＷ１
００２、マクロｅＮＢ１７０２、非信頼ＷＬＡＮ１８０２、およびｅＰＤＧ１８０４等の
論理エンティティならびに図２０に示されるユーザインターフェース２０００を生成する
ための論理エンティティは、コンピュータ可読記憶媒体上に記憶されるコンピュータ実行
可能命令の形態において具現化されてもよい。コンピュータ可読記憶媒体は、情報の記憶
のための任意の非一過性（すなわち、有形または物理）方法もしくは技術で実装される、
揮発性および不揮発性、リムーバブルおよび非リムーバブル媒体の両方を含むが、そのよ
うなコンピュータ可読記憶媒体は、信号を含まない。コンピュータ可読記憶媒体は、ＲＡ
Ｍ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリもしくは他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、
デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）もしくは他の光学ディスク記憶装置、磁気カセット、
磁気テープ、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶デバイス、または所望の情報を
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記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の有形ま
たは物理媒体を含むが、それらに限定されない。
【０２１６】
　図に図示されるような本開示の主題の好ましい実施形態を説明する際に、明確にするた
めに、具体的用語が採用される。しかしながら、請求される主題は、そのように選択され
た具体的用語に限定されることを意図しておらず、各具体的要素は、類似目的を達成する
ように同様に動作する、全ての技術的均等物を含むことを理解されたい。
【０２１７】
　本明細書は、最良の様態を含む、本発明を開示するために、また、当業者が、任意のデ
バイスまたはシステムを作製して使用することと、任意の組み込まれた方法を行うことと
を含む、本発明を実践することを可能にするために、実施例を使用する。本発明の特許性
のある範囲は、請求項によって定義され、当業者に想起される他の実施例を含んでもよい
。そのような他の実施例は、請求項の文字通りの言葉とは異ならない要素を有する場合に
、または請求項の文字通りの言葉とのごくわずかな差異を伴う同等の要素を含む場合に、
請求項の範囲内であることを意図している。
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