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(57)【要約】
　その中でユーザデバイスが、限定的サービスを提供し
たネットワークから非限定的サービスを提供するネット
ワークに移動するときに、コアネットワークに最後の非
緊急のセキュリティコンテキストを保持および提供する
、セルラー通信システムが提供される。このようにして
、ユーザデバイスの再認証が、非限定的サービスを提供
したネットワーク内で回避され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル通信デバイスによって実行される方法であって、
　正規のサービスモードで、第1のセルラーネットワークに登録する第1の登録のステップ
と、
　前記第1のセルラーネットワークから非緊急のセキュリティコンテキストを取得するス
テップと、
　前記非緊急のセキュリティコンテキストを記憶するステップと、
　制限されたサービスモードで、第2のセルラーネットワークに登録する第2の登録ステッ
プと、
　前記第2のセルラーネットワークから緊急のセキュリティコンテキストを取得するステ
ップと、
　正規のサービスモードで、第3のセルラーネットワークに登録する第3の登録ステップと
を含み、
　前記第3の登録ステップが、前記第1のセルラーネットワークから取得された前記非緊急
のセキュリティコンテキストを前記第3のセルラーネットワークに提供するステップを含
む、
方法。
【請求項２】
　前記提供するステップが、前記第3のセルラーネットワークに送信される追跡エリア更
新要求内に前記非緊急のセキュリティコンテキストを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第3の登録ステップが、前記第1のセルラーネットワークから取得される前記非緊急
のセキュリティコンテキストを使用するように前記第3のセルラーネットワークからの指
令を受信するステップを含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第1のセルラーネットワークから取得された前記非緊急のセキュリティコンテキス
トを使用するように前記第3のセルラーネットワークからの前記ネットワーク指令を受信
すると、前記緊急のセキュリティコンテキストを取り除くステップを含む、請求項３に記
載の方法。
【請求項５】
　前記第1のおよび第3のセルラーネットワークが同じセルラーネットワークである、請求
項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　セルラーネットワークによって実行される方法であって、
　モバイルデバイスが制限されたサービスモードで登録されている現在のセルラーネット
ワークから取得された緊急のセキュリティコンテキストを含む登録要求を前記モバイル通
信デバイスから受信するステップと、
　前記モバイル通信デバイスを前記セルラーネットワークに登録するステップと
　を含み、さらに、
　前記モバイル通信デバイスから非緊急のセキュリティコンテキストを受信するステップ
と、
　前記モバイル通信デバイスからの前記受信された非緊急のセキュリティコンテキストを
検知するステップと、
　前記受信された非緊急のセキュリティコンテキストの検知に応答して、前記セルラーネ
ットワークが前記指示された非緊急のセキュリティコンテキストを有する場合に、前記モ
バイル通信デバイスを認証することなしに、前記モバイル通信デバイスを登録するステッ
プと
を含む、方法。
【請求項７】
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　前記非緊急のセキュリティコンテキストが前記登録要求で受信される、請求項６に記載
の方法。
【請求項８】
　前記登録要求が追跡エリア更新要求を含む、請求項６または７に記載の方法。
【請求項９】
　前記モバイル通信デバイスから受信された前記非緊急のセキュリティコンテキストを使
用するように前記モバイル通信デバイスからの指令を送信するステップを含む、請求項６
、７および８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　正規のサービスモードで、第1のセルラーネットワークに登録するための手段と、
　前記第1のセルラーネットワークから非緊急のセキュリティコンテキストを取得するた
めの手段と、
　前記非緊急のセキュリティコンテキストを記憶するための手段と、
　制限されたサービスモードで、第2のセルラーネットワークに登録するための手段と、
　前記第2のセルラーネットワークから緊急のセキュリティコンテキストを取得するため
の手段と、
　前記正規のサービスモードで、第3のセルラーネットワークに登録するための手段と
を含む、モバイル通信デバイスであって、
　前記第3のセルラーネットワークに登録するための前記手段が、前記第1のセルラーネッ
トワークから取得された非緊急のセキュリティコンテキストを前記第3のセルラーネット
ワークに提供するための手段を含む、
デバイス。
【請求項１１】
　前記提供する手段が、前記第3のセルラーネットワークに送信される追跡エリア更新要
求内に前記非緊急のセキュリティコンテキストを含めるように動作可能である、請求項１
０に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記第3のセルラーネットワークに登録するための前記手段が、前記第1のセルラーネッ
トワークから取得された前記非緊急のセキュリティコンテキストを使用するように前記第
3のセルラーネットワークからの指令を受信するための手段を含む、請求項１０または１
１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記第1のセルラーネットワークから取得された前記非緊急のセキュリティコンテキス
トを使用するように前記第3のセルラーネットワークからの前記ネットワーク指令を受信
すると、前記緊急のセキュリティコンテキストを取り除くように動作可能である、請求項
１２に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記第1のおよび第3のセルラーネットワークが同じセルラーネットワークである、請求
項１０から１３のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１５】
　セルラーネットワークの通信ノードであって、
　モバイルデバイスが制限されたサービスモードで登録されている現在のセルラーネット
ワークから取得される緊急のセキュリティコンテキストを含む登録要求を前記モバイル通
信デバイスから受信するための手段と、
　前記セルラーネットワークに前記モバイル通信デバイスを登録するための手段と
を備え、さらに、
　前記モバイル通信デバイスから非緊急のセキュリティコンテキストを受信するための手
段と、
　前記モバイル通信デバイスからの前記受信された非緊急のセキュリティコンテキストを
検知するための手段と、
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　前記受信された非緊急のセキュリティコンテキストの検知に応答して、前記セルラーネ
ットワークが前記指示された非緊急のセキュリティコンテキストを有する場合に、前記モ
バイル通信デバイスを認証することなしに、前記モバイル通信デバイスを登録するための
手段と
を備える、通信ノード。
【請求項１６】
　前記登録要求で前記非緊急のセキュリティコンテキストを受信するように動作可能であ
る、請求項１５に記載の通信ノード。
【請求項１７】
　前記登録要求が追跡エリア更新要求を含む、請求項１５または１６に記載の通信ノード
。
【請求項１８】
　前記モバイル通信デバイスから受信された前記非緊急のセキュリティコンテキストを使
用するように前記モバイル通信デバイスからの指令を送信するための手段を備える、請求
項１５、１６および１７のいずれか一項に記載の通信ノード。
【請求項１９】
　通信サービスへの非限定的アクセスを提供するセルラーネットワークに登録されるとき
には正規の動作モードを、および通信サービスに限定的サービスを提供するセルラーネッ
トワークに登録されるときには制限されたサービス動作モードを有する、モバイル通信デ
バイスであって、前記モバイル通信デバイスが非限定的アクセスを提供するセルラーネッ
トワークに限定的アクセスを提供するセルラーネットワークからローミングするときに、
前記モバイル通信デバイスが非限定的アクセスを提供する前記セルラーネットワークに前
に取得された非緊急のセキュリティコンテキストを送信するように構成されたコントロー
ラを備える、モバイル通信デバイス。
【請求項２０】
　プログラマブルコンピュータデバイスに請求項１から９のいずれか一項に記載の方法を
実行させるためのコンピュータ実行可能命令を備える、コンピュータ実行可能命令製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セルラー通信方法および装置に関する。本発明は、特に、UTRANのロングタ
ームエボリューション(LTE)(E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Net
work)と称される)にしたがって動作するセルラーデバイスならびにE-UTRAN内の通信ノー
ドの動作に関する。
【０００２】
 [優先権の主張]
　参照によりその内容が本明細書に組み込まれている、2010年4月15日に出願した英国特
許出願第1006310.5号の優先権を主張する。
【背景技術】
【０００３】
　モバイル電気通信ネットワークでは、たとえユーザ装置(UE、携帯電話(MT)など)が(汎
用)加入者識別モジュール((U)SIM)カードをもたないときにも、またはUEのネットワーク
への登録が失敗したときにも、緊急通話をいつでも行うことができるように、無線有効範
囲の下にある、UEの要件が存在する。したがって、そのような緊急通話をUEが行えるよう
にするために、提供は、モバイル通信ネットワーク内で行われなければならない。UEが正
規の(非限定的)サービスレベルを提供することができるセルのサービスエリア内にあると
き、そのUEは、いずれかのサービス(緊急通話サービスを含む)が提供され得る前に、認証
される必要がある。その一方、UEが限られた(限定的)サービスをUEに提供することのみで
きるセル内にあるときには、緊急通話サービスは加入なしで利用可能であるので、認証は
局所的規則に応じて必要とされ得る。本発明者は、特にUEが限定的サービスセルと非限定
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的サービスセルの間でローミングするときに、これが遅延および非効率性につながり得る
ことに気が付いた。
【０００４】
　図5は、その問題を説明する通信タイミングの図である。最初に、ステップ1で、携帯電
話(MT)が、すべてのサービスへの非限定的アクセスをそのMTに許す第1のEPS(Evolved Pac
ket System)コアネットワークに登録される。第1のEPSコアネットワークへの登録時、そ
のコアネットワークは、MTを認証することになり、そのEPSコアネットワークによって提
供される異なるサービスにMTがアクセスできるようにすることになる非アクセス層(NAS)
セキュリティコンテキストをMTに提供することになる。次に、ステップ2で、MTが新しい
位置エリアに移動し、MTは第2のEPSコアネットワークへの登録を実行する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、第2のEPSコアネットワークは、(たとえば、MTのオペレータが第2のEPSコアネ
ットワークのネットワークオペレータとローミング合意をもたないので、または、そのネ
ットワークオペレータがこの位置エリアにおいて緊急通話のみを許可するので)そのサー
ビスへのサービスアクセスに限定的アクセスをMTに提供することのみできる。したがって
、登録時に、第2のEPSコアネットワークは、NULLセキュリティアルゴリズムを指示する新
しいEPSセキュリティコンテキストをMTに送信する。これは、MTは緊急通話を行うことが
できるが、任意の他のサービスを使用することはできないことを意味する。しかし、MTが
第1のEPSコアネットワークのサービスエリア内に(または非限定的サービスをMTに提供す
ることができる別のネットワークのサービスエリア内に)戻る場合、登録時に、EPSコアネ
ットワークは、MTが利用可能なサービスへの非限定的アクセスを有することができるよう
にするために、MTに対して認証プロセスを再度、実行しなければならない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様によれば、本発明はモバイル通信デバイスによって実行される方法を提供し、本
方法は、正規のサービスモードで、第1のセルラーネットワークに登録する第1の登録ステ
ップと、第1のセルラーネットワークから非緊急のセキュリティコンテキストを取得する
ステップと、その非緊急のセキュリティコンテキストを記憶するステップと、制限された
サービスモードで、第2のセルラーネットワークに登録する第2の登録ステップと、第2の
セルラーネットワークから緊急のセキュリティコンテキストを取得するステップと、正規
のサービスモードで、(第1のセルラーネットワークと同じでもよい)第3のセルラーネット
ワークに登録する第3の登録ステップとを含み、その第3の登録ステップは、前記第1のセ
ルラーネットワークから取得された非緊急のセキュリティコンテキストを第3のセルラー
ネットワークに提供するステップを含む。
【０００７】
　一実施形態では、その提供するステップは、第3のセルラーネットワークに送信される
追跡エリア更新要求内に非緊急のセキュリティコンテキストを含むが、別の実施形態では
、それは別個に送信され得る。第3のセルラーネットワークに登録するとき、本方法は、
第1のセルラーネットワークから取得された非緊急のセキュリティコンテキストを使用す
るように第3のセルラーネットワークから指令を受信することが可能であるが、それは新
しいセキュリティコンテキストを指定することができる。
【０００８】
　本発明はまた、セルラーネットワークによって実行される方法を提供し、本方法は、そ
のモバイルデバイスが制限されたサービスモードで登録されている現在のセルラーネット
ワークから取得される緊急のセキュリティコンテキストを含む登録要求をモバイル通信デ
バイスから受信するステップと、そのモバイル通信デバイスをそのセルラーネットワーク
に登録するステップとを含み、本方法はさらに、そのモバイル通信デバイスから非緊急の
セキュリティコンテキストを受信するステップと、そのモバイル通信デバイスからのその
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受信された非緊急のセキュリティコンテキストを検知するステップと、受信された非緊急
のセキュリティコンテキストの検知に応答して、そのモバイル通信デバイスを認証するこ
となしにそのモバイル通信デバイスを登録するステップとを含む。
【０００９】
　非緊急のセキュリティコンテキストは、好ましくは、追跡エリア更新要求の形でもよい
登録要求で受信される。
【００１０】
　本方法はまた、モバイル通信デバイスから受信された非緊急のセキュリティコンテキス
トを使用するようにそのモバイル通信デバイスに指令を送信するステップも含み得る。
【００１１】
　本発明はまた、正規のサービスモードで、第1のセルラーネットワークに登録するため
の手段と、第1のセルラーネットワークから非緊急のセキュリティコンテキストを取得す
るための手段と、その非緊急のセキュリティコンテキストを記憶するための手段と、制限
されたサービスモードで、第2のセルラーネットワークに登録するための手段と、第2のセ
ルラーネットワークから緊急のセキュリティコンテキストを取得するための手段と、正規
のサービスモードで、第3のセルラーネットワークに登録するための手段とを備えるモバ
イル通信デバイスを提供し、その第3のセルラーネットワークに登録するための手段は、
前記第1のセルラーネットワークから取得された非緊急のセキュリティコンテキストを第3
のセルラーネットワークに提供するための手段を含む。
【００１２】
　本発明はまた、モバイルデバイスが制限されたサービスモードで登録されている現在の
セルラーネットワークから取得される緊急のセキュリティコンテキストを含む登録要求を
そのモバイル通信デバイスから受信するための手段と、そのセルラーネットワークにモバ
イル通信デバイスを登録するための手段とを備えるセルラーネットワークの通信ノードを
提供し、その通信ノードはさらに、モバイル通信デバイスから非緊急のセキュリティコン
テキストを受信するための手段と、そのモバイル通信デバイスからの受信された非緊急の
セキュリティコンテキストを検知するための手段と、その受信された非緊急のセキュリテ
ィコンテキストの検知に応答して、そのモバイル通信デバイスを認証することなしにその
モバイル通信デバイスを登録するための手段とを備える。
【００１３】
　本発明はまた、通信サービスへの非限定的アクセスを提供するセルラーネットワークに
登録されるときの正規の動作モードと、通信サービスへの限定的サービスを提供するセル
ラーネットワークに登録されるときの制限されたサービス動作モードとを有するモバイル
通信デバイスを提供し、そのモバイル通信デバイスは、モバイル通信デバイスが非限定的
アクセスを提供するセルラーネットワークに限定的アクセスを提供するセルラーネットワ
ークからローミングするときに、そのモバイル通信デバイスが、前に取得された非緊急の
セキュリティコンテキストを、非限定的アクセスを提供するそのセルラーネットワークに
送信するように、構成される。
【００１４】
　本発明はまた、プログラマブルコンピュータデバイスを上述のモバイルデバイスまたは
上述の通信ノードのように構成させるためのコンピュータ実行可能命令を備えるコンピュ
ータ実行可能命令製品を提供する。本製品は、コンピュータ可読媒体又は命令を実行する
信号を含み得る。
【００１５】
　本発明のこれらのおよび様々な他の態様は、添付の図面を参照して、単に一例として記
載される実施形態の以下の詳細な説明から明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施形態が適用可能なタイプのモバイル電気通信システムを概略的に示す図で
ある。



(7) JP 2013-524556 A 2013.6.17

10

20

30

40

50

【図２】図1に示すシステムの部分を形成するE-UTRA無線アクセスネットワークおよびコ
アネットワークの構成要素を示すブロック図である。
【図３】図1に示すシステムの部分を形成するモバイル通信デバイスの構成要素を示すブ
ロック図である。
【図４】図1に示すモバイル通信デバイスと第1のおよび第2のコアネットワークの間の通
信を説明する通信タイミング図である。
【図５】既存の通信システムにおけるモバイル通信デバイスと第1のおよび第2のコアネッ
トワークの間の通信を説明する通信タイミング図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
概説
　図1は、携帯電話3と、3つの無線アクセスネットワーク5-1、5-2および5-3と、対応する
コアネットワーク7-1、7-2および7-3と、電話ネットワーク9とを有するモバイル(セルラ
ー)電気通信システム1の部分を概略的に示す。無線アクセスネットワーク5の各ネットワ
ークは、それぞれC1、C2およびC3のラベルを付された破線の円によって図1に示されたそ
れぞれのセル内の携帯電話3と通信するように動作する。図1では、携帯電話3はセルC1か
らC2に移動している。この実施形態では、セルC2は携帯電話3に正規のサービスを提供す
ることができず、したがって、その携帯電話がセルC2に登録するとき、それは、緊急通話
のみが行われ得るその制限されたサービスモードでそれ自体を登録することになる。セル
C1およびC3は両方とも、携帯電話3に正規のサービスを提供することができる。したがっ
て、携帯電話3がセルC2からセルC1またはC3のいずれかに移動するとき、正規のサービス
を再開できる。
【００１８】
　以下にさらに詳細に説明するように、上述の状況では、EPSコアネットワーク7が携帯電
話3を再認証する必要がないように、携帯電話3がセルC1またはC3にセルC2から移動すると
き、携帯電話3は、登録時に(携帯電話3がセルC2に移動する前にそれがセルC1内で認証さ
れたときに取得された)EPS NASセキュリティコンテキストの存在を示すことが提案される
。
【００１９】
無線アクセスネットワークおよびコアネットワーク
　各無線アクセスネットワーク5は、それぞれが異なるサービスを携帯電話3に提供する、
いくつかの異なるセルを操作することができるが、この実施形態では、各無線アクセスネ
ットワーク5は単一のセルを操作すると仮定する。図2は、この実施形態で使用される無線
アクセスネットワーク5およびコアネットワーク7のうちの1つの主要な構成要素を示すブ
ロック図である。図示するように、無線アクセスネットワーク5は、1つまたは複数のアン
テナ22を介して携帯電話3に信号を送信するまたはそこから信号を受信するように動作可
能であり、コアネットワークインターフェース23を介してコアネットワーク7に信号を送
信するまたはそこから信号を受信するように動作可能であるトランシーバ回路21を含む。
無線アクセスネットワーク5-2はまた、メモリに記憶されたソフトウェアにしたがって無
線アクセスネットワーク5-2の動作を制御するコントローラも含むことになるが、簡潔に
するためにこれらは示されていない。
【００２０】
　コアネットワーク7は、コアネットワーク7の動作を制御し、無線アクセスネットワーク
(RAN)インターフェース27を介してRAN5にデータを送信およびそこからデータを受信する
ように動作可能であり、電話ネットワークインターフェース28を介して電話ネットワーク
9にデータを送信し、そこからデータを受信するように動作可能であるコントローラ25を
含む。図示するように、コントローラ25は、メモリ29に記憶されたソフトウェアにしたが
ってコアネットワーク7の動作を制御する。本ソフトウェアは、なかんずく、オペレーテ
ィングシステム31、登録モジュール33および認証モジュール34を含む。登録モジュール33
は、対応する無線アクセスネットワーク5に登録された携帯電話3およびそれらのサービス
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状態(たとえば、正規のサービス(NORMAL SERVICE)または制限されたサービス(LIMITED SE
RVICE)など)の記録を保持し、認証モジュール34は、携帯電話3を認証し、登録時に携帯電
話3のためのNASセキュリティコンテキストを確立する。
【００２１】
携帯電話
　図3は、図1に示す携帯電話3の主要な構成要素を概略的に示す。図示するように、携帯
電話3は、1つまたは複数のアンテナ73を介して選択された無線アクセスネットワーク5に
信号を送信し、そこから信号を受信するように動作可能であるトランシーバ回路71を含む
。図示するように、携帯電話3はまた、携帯電話3の動作を制御し、トランシーバ回路71に
、ならびにラウドスピーカ77、マイクロホン79、ディスプレイ81、およびキーパッド83に
接続されたコントローラ75を含む。コントローラ75は、メモリ85内に格納されたソフトウ
ェアモジュールにしたがって、動作する。図示するように、これらのソフトウェアモジュ
ールは、なかんずく、オペレーティングシステム87および登録モジュール89を含む。本メ
モリはまた、現在のEPSコアネットワーク7の現在のセキュリティコンテキスト93と、限定
的サービスが提供されたネットワーク(セルC2など)から非限定的サービスが提供されるネ
ットワーク(この実施形態ではセルC1またはC3など)に移動するときに使用される最後の非
緊急のセキュリティコンテキスト95とを含む、NASセキュリティコンテキストデータ91を
保持する。登録モジュール89は、異なるネットワークセルへの携帯電話3の登録と、適切
な場合には、記憶された前のセキュリティコンテキストデータ91の提供とに関与する。
【００２２】
　上述の説明で、コアネットワーク7および携帯電話3の両方は、理解を容易にするために
、様々な分散的なソフトウェアモジュールを有するものとして、記載されている。これら
のソフトウェアモジュールは、たとえば、既存のシステムが、他のアプリケーションで、
たとえば最初から発明の特徴を考慮して設計されたシステムで、本発明を実装するように
修正された、ある種のアプリケーションにこのようにして提供され得るが、これらのモジ
ュールは全体的なオペレーティングシステムまたはコードに組み込むことができ、したが
って、これらのモジュールは分散的な実体として認識できないことがある。
【００２３】
動作
　本発明の動作を示す例示的シナリオが、ここで、図4を参照してさらに詳しく説明され
る。図示するように、ステップ1で、MT3は、それが正規のサービスを受信することができ
るEPSコアネットワーク7-1に登録される。EPSコアネットワーク7-1の通信プロトコルにし
たがって、MT3は、認証されたことになり、非緊急のEPSセキュリティコンテキスト(キー
セット識別子(KSI)=x)を提供されたことになる。EPSコアネットワークが正規のサービス
をMT3に提供することができるので、受信されたセキュリティコンテキストは現在のセキ
ュリティコンテキスト93としておよび非緊急のセキュリティコンテキスト95としての両方
でメモリ85内に記憶される。この例示的シナリオでは、MT3はIPマルチメディアサブシス
テム(IMS)緊急通話を要求しており、緊急のベアラサービスのための適切なパケットデー
タネットワーク(PDN)接続がEPSコアネットワーク7-1によってセットアップされてあるも
のと仮定する。MT3は次いで、IMS緊急通話の解除を要求することができるが、ネットワー
クは、たとえば、MT3が緊急のサービスによってコールを返されるように、ある一定の時
間、緊急の目的でPDN接続を保持することができる。
【００２４】
　MTが次いで、ステップ2で、セルC2によって供される位置エリアに移動する場合、MT3は
、NAS追跡エリア更新要求をそれに送信することによって、EPSコアネットワーク7-2に登
録することになる。この要求は、EPSコアネットワーク7-1によって提供されるMTの識別お
よび現在のセキュリティコンテキスト93(KSI=x)を含むことになる。上述のように、この
実施形態では、EPSコアネットワーク7-2は、MT3に限定的サービスを提供することのみで
きる。したがって、EPSコアネットワーク7-2は、すべてのEPSベアラコンテキストを解放
する。EPSコアネットワーク7-2は次いで、MT3が緊急通話の発信のみを行うことができる
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ように、NULLアルゴリズムを含む新しい緊急のセキュリティコンテキスト(KSI=0)を定義
するセキュリティモード指令をMT3に送信する。MT3は、メモリ85に記憶された現在のセキ
ュリティコンテキスト93内にこの新しいセキュリティコンテキストを記憶する。その新し
いコアネットワークは非緊急のサービスを提供しないので、非緊急のセキュリティコンテ
キスト95は更新されない。
【００２５】
　ステップ3で、MT3は次いで、セルC1によって供される位置エリアに移動して戻り、追跡
エリア更新要求を送信することによって、EPSコアネットワーク7-1に登録するように要求
する。この要求は、MTの識別ならびに現在のセキュリティコンテキスト93(この場合には
、緊急のセキュリティコンテキストKSI=0)を含む。この実施形態では、現在のEPSコアネ
ットワーク7-2は緊急通話サービスを提供するのみであるので、その要求はまた、MT3が登
録された最後の非限定的セルのセキュリティコンテキストを含む。この例では、それは前
回確立されたセキュリティコンテキストであり、MT3はEPSコアネットワーク7-1(KSI=x)に
登録されてあり、メモリ85内の非緊急のセキュリティコンテキスト95に記憶されている。
EPSコアネットワーク7-1が追跡エリア更新メッセージ内のこの非緊急のセキュリティコン
テキストを検出するとき、それはやはり、この非緊急のセキュリティコンテキストをその
メモリ内のMT3と関連付けさせることになる。MT3から受信されたセキュリティコンテキス
トがEPSコアネットワーク7内に記憶されたそれと一致するという条件で、EPSコアネット
ワーク7-1は、それが既にそのMT3を認証済みであり、それがそのMT3を再認証する必要は
ないことを知り、そのMTに前の非緊急のセキュリティコンテキスト(KSI=x)を使用するよ
うに単に要求することができる。したがって、EPSネットワーク7-1はMT3を再認証する必
要なしにそのMTを登録することができるので、追加の認証遅延(ホーム加入者サーバ(HSS)
からの1つまたは複数の認証ベクトルの取り出し、およびそのUSIMへのMTのアクセスを含
む、そのMT3への認証手続き)が、別のIMS緊急通話が確立され得る前に、回避され得る。
【００２６】
修正形態および代替形態
　詳細な実施形態が説明された。当業者には理解されるように、いくつかの修正形態およ
び代替形態が、そこに実施された本発明の利益をなお享受しつつ、上述の実施形態に行わ
れ得る。例示としてのみ、いくつかのこれらの代替形態および修正形態がここで説明され
る。
【００２７】
　上述の実施形態では、いくつかのソフトウェアモジュールが説明された。当業者には理
解されるように、これらのソフトウェアモジュールは、コンパイルされたまたはコンパイ
ルされない形で提供可能であり、コアネットワーク、無線アクセスネットワーク、または
携帯電話にコンピュータネットワークを介する信号として、あるいは記録媒体において提
供され得る。さらに、このソフトウェアの部分またはすべてによって実行される機能は、
1つまたは複数の専用ハードウェア回路を使用し、実行可能である。しかし、ソフトウェ
アモジュールの使用は、それがそれらの機能を更新するために、無線アクセスネットワー
ク5および携帯電話3の更新を容易にするので、好ましい。
【００２８】
　上述の実施形態では、携帯電話3は、EPSコアネットワーク7-1からEPSコアネットワーク
7-2に移動し、次いでEPSコアネットワーク7-1に再び戻った。登録時に新しいコアネット
ワークに最後の非緊急のセキュリティコンテキストを記憶および提供するように携帯電話
を構成することによって、EPSコアネットワーク7-1は、その携帯電話3を再認証する必要
はない。当業者には理解されるように、携帯電話がセルC1から次いでセルC2に、次いでC3
に移動した場合に、同じ利点が取得されることになる。しかし、この場合には、EPSコア
ネットワーク7-3は、追跡エリア更新要求内に含まれる携帯電話IDを使用して、前の非限
定的EPSコアネットワーク7-1から非緊急のセキュリティコンテキスト(KSI=x)を取得する
ことになろう。それが携帯電話3から受信されたものと一致することを条件として、その
場合にはEPSコアネットワーク7-3は携帯電話3を再認証する必要はない。
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【００２９】
　上述の実施形態では、MTは、新しいコアネットワークに追跡エリア更新要求で最後の非
緊急のセキュリティコンテキストを知らせた。当業者には理解されるように、この情報は
、必要に応じて、別のメッセージ内で新しいコアネットワークに提供可能である。しかし
、実装が最も簡単であるため、その情報は追跡エリア更新要求内に含めることが好ましい
。
【００３０】
　上述の実施形態で、いくつかの無線アクセスネットワークと通信した携帯電話が提供さ
れた。当業者には理解されるように、本発明は、ラップトップコンピュータ、パーソナル
デジタルアシスタントまたは他のハンドヘルドポータブルコンピュータデバイスなどの他
のタイプのユーザ装置(UE)に適用可能である。
【００３１】
　上述の実施形態で、各無線アクセスネットワークは、それら自体のコアネットワーク7
に接続された。当業者には理解されるように、セルは、同セルを使用するいくつかのコア
ネットワーク7がその中に存在し得るネットワーク共用アーキテクチャの部分でもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　本発明は、セルラー通信方法および装置に適用され得る。より詳細には、本発明は、非
限定的サービスを提供したネットワーク内のセルラーデバイスの再認証を回避するように
、UTRANのLTE(E-UTRANと称される)にしたがって動作するセルラーデバイスに、ならびにE
-UTRAN内の通信ノードの動作に適用され得る。
【符号の説明】
【００３３】
　　1　モバイル(セルラー)ネットワーク
　　3　携帯電話
　　5　無線アクセスネットワーク
　　7　コアネットワーク
　　9　電話ネットワーク
　　21　トランシーバ回路
　　22　アンテナ
　　23　コアネットワークインターフェース
　　25　コントローラ
　　27　無線アクセスネットワークインターフェース
　　28　電話ネットワークインターフェース
　　29　メモリ
　　31　オペレーティングシステム
　　33　登録モジュール
　　34　認証モジュール
　　71　トランシーバ回路
　　73　アンテナ
　　75　コントローラ
　　77　ラウドスピーカ
　　79　マイクロホン
　　81　ディスプレイ
　　83　キーパッド
　　85　メモリ
　　87　オペレーティングシステム
　　89　登録モジュール
　　91　NASセキュリティコンテキストデータ
　　93　現在のセキュリティコンテキスト
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　　95　最後の非緊急のセキュリティコンテキスト

【図１】 【図２】



(12) JP 2013-524556 A 2013.6.17

【図３】 【図４】

【図５】



(13) JP 2013-524556 A 2013.6.17

10

20

30

40

【国際調査報告】



(14) JP 2013-524556 A 2013.6.17

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,I
D,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO
,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,
ZA,ZM,ZW

(72)発明者  ジャクタ　カロライン
            イギリス国、　バークシャー　アールジー２　０ティーディー、レディング、インペリアル　ウェ
            イ、　ジ　インペリウム　エヌ　イー　シー　テクノロジーズ（ユーケー）　リミテッド内
Ｆターム(参考) 5K067 AA21  BB02  DD51  EE02  EE10 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

