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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザー機器（ＵＥ）に割り当てられた第１の識別子（ＩＤ）を変換して前記ＵＥのた
めの第２のＩＤを得、入力メッセージと前記第２のＩＤに基づいて前記ＵＥ宛の出力メッ
セージ生成し、前記ＵＥとその他のＵＥによって共有される共通チャネルを介して前記出
力メッセージを送信するように構成されたプロセッサと、なお、前記プロセッサは、前記
第２のＩＤを得るために前記第１のＩＤとソルト値をハッシングするように構成される；
　前記プロセッサに結合されたメモリと；
　を備えた装置。
【請求項２】
　前記プロセッサは、前記第２のＩＤを得るために不可逆関数に基づいて前記第１のＩＤ
を変換するように構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記プロセッサは、前記ソルト値を前記出力メッセージ中で送信するように構成された
、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記プロセッサは、前記第１のＩＤが変換されるごとに前記ソルト値を変更するように
構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記第１のＩＤは、前記第２のＩＤと前記ソルト値が結合した長さと等しい長さを持つ
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、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記プロセッサは、アクティブなＵＥに割り当てられた複数の第１のＩＤ中で衝突を回
避するために、前記ソルト値を選択するように構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記プロセッサは、前記入力メッセージと前記第２のＩＤを平文で含む前記出力メッセ
ージを生成するように構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記プロセッサは、前記入力メッセージの少なくとも一部を前記第２のＩＤでマスクし
て前記出力メッセージを生成するように構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記プロセッサは、前記入力メッセージと前記第２のＩＤに基づいてＵＥに特有の巡回
冗長検査（ＣＲＣ）を生成し、前記入力メッセージと前記ＵＥに特有のＣＲＣに基づいて
前記出力メッセージを生成するように構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記入力メッセージはページングメッセージ、スケジューリングメッセージもしくは資
源割当メッセージである、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第１のＩＤは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ
）で前記ＵＥに割り当てられた無線ネットワーク仮識別子（ＲＮＴＩ）)である、請求項
１に記載の装置。
【請求項１２】
　ユーザー機器（ＵＥ）に割り当てられた第１の識別子（ＩＤ）を変換して前記ＵＥのた
めの第２のＩＤを得ることと、なお、前記第１のＩＤを変換することは、前記第２のＩＤ
を得るために前記第１のＩＤ及びソルト値をハッシングすることを備える；
　入力メッセージと前記第２のＩＤに基づいて前記ＵＥ向けの出力メッセージを生成する
ことと；
　前記ＵＥとその他のＵＥによって共有される共通チャネルを介して前記出力メッセージ
を送信することと；
　を備えた方法。
【請求項１３】
　前記出力メッセージを生成することは、前記入力メッセージと前記第２のＩＤを平文で
含む前記出力メッセージを生成することを備えた、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記出力メッセージを生成することは、前記入力メッセージと前記第２のＩＤに基づい
てＵＥに特有の巡回冗長検査（ＣＲＣ）を生成することと、前記入力メッセージと前記Ｕ
Ｅに特有のＣＲＣに基づいて前記出力メッセージを生成することとを備えた、請求項１２
に記載の方法。
【請求項１５】
　ユーザー機器（ＵＥ）に割り当てられた第１の識別子（ＩＤ）を変換して前記ＵＥのた
めの第２のＩＤを得る手段と、なお、前記第１のＩＤを変換する手段は、前記第２のＩＤ
を得るために前記第１のＩＤ及びソルト値をハッシングする手段を備える；
　入力メッセージと前記第２のＩＤに基づいて前記ＵＥ向けの出力メッセージを生成する
手段と；
　前記ＵＥとその他のＵＥによって共有される共通チャネルを介して前記出力メッセージ
を送信する手段と；
　を備えた装置。
【請求項１６】
　前記出力メッセージを生成する手段は、前記入力メッセージと前記第２のＩＤを平文で
含む前記出力メッセージを生成する手段を備えた、請求項１５に記載の装置。
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【請求項１７】
　前記出力メッセージを生成する手段は、前記入力メッセージと前記第２のＩＤに基づい
てＵＥに特有の巡回冗長検査（ＣＲＣ）を生成する手段と、前記入力メッセージと前記Ｕ
Ｅに特有のＣＲＣに基づいて前記出力メッセージを生成する手段とを備えた、請求項１５
に記載の装置。
【請求項１８】
　命令が格納されたコンピュータ可読記録媒体であって、
　前記媒体は、コンピュータに、
　ユーザー機器（ＵＥ）に割り当てられた第１の識別子（ＩＤ）を前記ＵＥの第２のＩＤ
に変換させるための第１の命令セットと、なお、前記変換は、前記第２のＩＤを得るため
に前記第１のＩＤ及びソルト値をハッシングすることによって実行される；
　前記入力メッセージと前記第２のＩＤに基づいて、前記ＵＥ向けの出力メッセージを生
成させるための第２の命令セットと；
　前記ＵＥと他のＵＥによって共有される共通チャネルを介して前記出力メッセージを送
信させるための第３の命令セットと；
　を備える。
【請求項１９】
　自身のユーザー機器（ＵＥ）を含む複数のユーザー機器により共有された共通チャネル
を介してメッセージを受信し、前記ＵＥに割り当てられた第１の識別子（ＩＤ）を変換し
て前記ＵＥのための第２のＩＤを得、前記受信メッセージが前記ＵＥのために意図された
ものかどうかを前記第２のＩＤに基づいて決定するように構成されたプロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリと、
　を備えた装置。
【請求項２０】
　前記プロセッサは、前記受信メッセージからソルト値を得、前記第２のＩＤを得るため
に前記第１のＩＤおよび前記ソルト値をハッシングするように構成された、請求項１９に
記載の装置。
【請求項２１】
　前記プロセッサは、前記受信メッセージから第３のＩＤを得、前記受信メッセージが前
記ＵＥのために意図されたものかどうかを決定するために、前記第２のＩＤを前記第３の
ＩＤと比較するように構成された、請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記プロセッサは、前記受信メッセージと前記第２のＩＤに基づいて巡回冗長検査（Ｃ
ＲＣ）を生成し、前記受信メッセージからＵＥに特有のＣＲＣを取得し、前記受信メッセ
ージが前記ＵＥのために意図されたものかどうかを決定するために、前記生成されたＣＲ
Ｃを前記ＵＥに特有のＣＲＣと比較するように構成された、請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
　前記プロセッサは、前記受信メッセージが前記ＵＥのために意図されたものかどうかを
決定し、前記受信メッセージからスケジューリング情報を取得し、前記スケジューリング
情報に基づいてデータ伝送を処理するように構成された、請求項１９に記載の装置。
【請求項２４】
　前記受信メッセージは、前記ＵＥのために意図されたページングメッセージ、スケジュ
ーリングメッセージもしくは資源割当メッセージである、請求項１９に記載の装置。
【請求項２５】
　自身のユーザー装置（ＵＥ）を含む複数のユーザー装置で共有される共通チャネル線を
介してメッセージを受信することと、
　前記ＵＥに割り当てられた第１の識別子（ＩＤ）を変換して前記ＵＥのための第２のＩ
Ｄを得ることと、
　前記第２のＩＤに基づいて、前記受信メッセージが前記ＵＥのために意図されたものか
どうかを決定することと、
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　を備えた方法。
【請求項２６】
　前記第１のＩＤを変換することは、前記受信メッセージからソルト値を取得することと
、前記第２のＩＤを得るために、前記第１のＩＤと前記ソルト値をハッシングすることを
備えた、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記受信メッセージが前記ＵＥのために意図されたものかどうかを決定することは、前
記受信メッセージから第３のＩＤを取得することと、前記受信メッセージが前記ＵＥのた
めに意図されたものかどうかを決定するために前記第２のＩＤを前記第３のＩＤと比較す
ることとを備えた、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記受信メッセージが前記ＵＥのために意図されたものかどうかを決定することは、前
記受信メッセージと前記第２のＩＤに基づいて巡回冗長検査（ＣＲＣ）を生成することと
、前記受信メッセージからＵＥに特有のＣＲＣを取得することと、前記受信メッセージが
前記ＵＥのために意図されたものかどうかを決定するために前記生成されたＣＲＣを前記
ＵＥに特有のＣＲＣと比較することとを備えた、請求項２５に記載の方法。
【請求項２９】
　自身のユーザー機器（ＵＥ）を含む複数のユーザー機器によって共有される共通チャネ
ルを介してメッセージを受信する手段と、
　前記ＵＥに割り当てられた第１の識別子（ＩＤ）を変換して前記ＵＥの第２のＩＤを得
る手段と、
　前記第２のＩＤに基づいて、前記受信メッセージが前記ＵＥのために意図されたものか
どうかを決定する手段と、
　を備えた装置。
【請求項３０】
　前記第１のＩＤを変換する手段は、前記受信メッセージからソルト値を得る手段と、前
記第２のＩＤを得るために、前記第１のＩＤと前記ソルト値をハッシングする手段とを備
えた、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記受信メッセージが前記ＵＥのために意図されたものかどうかを決定する手段は、前
記受信メッセージから第３のＩＤを得る手段と、前記受信メッセージが前記ＵＥのために
意図されたものかどうかを決定するために、前記第２のＩＤを前記第３のＩＤと比較する
手段とを備えた、請求項２９に記載の装置。
【請求項３２】
　前記受信メッセージが前記ＵＥのために意図されたものかどうかを決定する手段は、前
記受信メッセージと前記第２のＩＤに基づいて巡回冗長検査（ＣＲＣ）を生成する手段と
、前記受信メッセージからＵＥに特有のＣＲＣを取得する手段と、前記受信メッセージが
前記ＵＥのために意図されたものかどうかを決定するために、前記生成されたＣＲＣを前
記ＵＥに特有のＣＲＣと比較する手段とを備えた、請求項２９に記載の装置。
【請求項３３】
　命令が格納されたコンピュータ可読記録媒体であって、
　前記媒体は、コンピュータに、
　自身のユーザー機器（ＵＥ）を含む複数のユーザー機器によって共有される共通チャネ
ルを介してメッセージを受信させるための第1の命令セットと、
　前記ＵＥに割り当てられた第１の識別子（ＩＤ）を変換して前記ＵＥの第２のＩＤを得
させるための第２の命令セットと、
　前記第２のＩＤに基づいて、前記受信メッセージが前記ＵＥのために意図されたものか
どうかを決定させるための第３の命令セットと、
　を備える。
【発明の詳細な説明】
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【米国特許法に基づく優先権の主張】
【０００１】
　本出願は「OBSCURING TEMPORARY USER EQUIPMENT IDENTITIES」と題する米国仮出願第6
0/771,974号（出願日：2006年2月10日）および「DOWNLINK DATA SCHEDULING WITH OPAQUE
 UE IDENTITIES IN E-UTRAN」と題する米国仮出願第60/786,463号（出願日：2006年3月27
日）（共に、本出願と同一人に譲渡）の優先権を主張し、参照によってここに組込まれる
。
【技術分野】
【０００２】
　この開示は一般に通信に関し、特に、無線通信において識別子（identities)をわかり
にくくする(obscuring)ための技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信ネットワークは音声、画像、パケットデータ、メッセージ、放送などのような
様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。無線通信ネットワークは多く
のユーザー機器(UE)と通信する多くのノードB(あるいは基地局)を含む。UEは、様々な目
的で、これらのUEをユニークに識別するために使用される様々な識別子(identifiers or 
identities)(ID)を割り当てられる。ある場合には、UEのIDは何ら暗号化されることなく
平文で大気中に送出される。これは、盗聴者や攻撃者がメッセージの通信チャネルをモニ
ターし、どのメッセージが長い時間にわたって同じUEに宛てられているかを判定すること
によって、リンカビリティ攻撃(linkability attack)を仕かけることを可能にする。リン
カビリティ攻撃は、特定のUEにメッセージをリンクすることはできるが、UEの真のIDを決
定することはできない。リンカビリティ攻撃は、UEの位置を見つけるために使用され、ま
た、より厳しいセキュリティ攻撃の基礎となる。例えば、攻撃者は、ある特定のUEにどの
UE IDが割り当てられているかを、そのUEへの呼び出しを発生してほぼ同時にどのUE IDが
使用されるかを観察することにより判断することができる。
【０００４】
　したがって、この分野において、UEとネットワークエンティティに過度の計算上の負担
を課すことなく、リンカビリティ攻撃と戦う技術が必要である。
【発明の開示】
【概要】
【０００５】
　無線通信ネットワークによってUEに割り当てられた仮のID(temporary ID)を秘密にする
ための技術がここに記述される。これらの技術は、暗号化されずに平文で特定のUE宛てに
共通チャネルを介して送信される様々なタイプのメッセージに使用され得る。これらの技
術は、例えばリンカビリティ攻撃を防止するなど、セキュリティを改善するために使用さ
れ得る。
【０００６】
　ある態様では、ネットワークエンティティ(例えばノードB)では、UEに割り当てられた
第1のIDが、そのUE用の第2のIDを得るために変換(transform)される。第1のIDは、ユニバ
ーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)においてUEに割り当てられた無線
ネットワーク仮識別子(Radio Network Temporary Identifier)(RNTI)、あるいは他の通信
システムでの他のタイプのIDであり得る。第1のIDおよび場合によってはソルト値(salt v
alue)(それは非静的な値である)が、第2のIDを得るためにハッシュ関数に基づいて変換さ
れる。UE宛ての出力メッセージは、入力メッセージ、第2のIDおよびソルト値(もしあれば
)に基づいて生成される。入力メッセージは、ページングメッセージ、スケジューリング
情報を伴うスケジューリングメッセージ、資源割当メッセージなどである。出力メッセー
ジは、そのUEと他のUEとで共有される共通チャネルによって送られる。
【０００７】
　別の態様では、メッセージは共通チャネルを介してUEで受信され、ソルト値(もし送ら
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れれば)は受信メッセージから得られる。第１のIDおよびソルト値(もし送られれば)は第2
のIDを得るために変換され、第2のIDは受信メッセージがそのUEのために意図されたもの
かどうかを判断するために使用される。
【０００８】
　開示の種々の態様および特徴は、以下にさらに詳細に記述される。
【詳細な説明】
【０００９】
　ここに記述された技術は、符号分割多重アクセス方式(CDMA)ネットワーク、時分割多元
接続方式(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA
)ネットワーク、単一キャリアFDMA(SC-FDMA)ネットワークなどのような様々な無線通信ネ
ットワークに使用され得る。「ネットワーク」、「システム」という用語はしばしば交換
可能に使用される。CDMAネットワークは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)、
E-UTRA(Evolved UTRA)、cdma2000などのような無線技術をインプリメントする。UTRAおよ
びE-UTRAはUMTSの一部である。UTRAは広帯域CDMA(W-CDMA)および低チップレート(LCR)を
含む。cdma2000はIS-2000、IS-95およびIS-856標準をカバーする。TDMAネットワークはグ
ローバル移動体通信システム(GSM)のような無線技術をインプリメントする。OFDMAネット
ワークはLTE(Long Term Evolution）、IEEE 802.20、フラッシュOFDMなどのような無線技
術をインプリメントする。UTRA、E-UTRA、UMTS、GSMおよびLTEは「第3世代パートナーシ
ッププロジェクト」(3GPP)という組織からのドキュメントに記述されている。cdma2000は
「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)という組織からのドキュメントに記
述されている。これらの各種の無線技術や標準は当該技術において知られている。わかり
やすくするために、UMTSに関していくつかの技術態様を以下に説明し、以下の記述の多く
の中で3GPP用語が使用される。
【００１０】
　図1はUTRAN(Universal Terrestrial Radio Access Network )およびコアネットワーク1
40を含むUMTSネットワーク100を示す。UTRANは多数のノードB 110および無線ネットワー
クコントローラ(RNC)130を含む。ノードBは一般にUEと通信する固定局で、エンハンスド
ノードB、基地局、アクセスポイントなどとも呼ばれる。ノードB 110のそれぞれは特定の
地理的エリアのための通信カバレッジを提供し、そのカバレッジエリア内に位置するUEの
通信をサポートする。用語「セル」はノードBおよび／または、用語が使用されるコンテ
キストによってはそのカバレッジエリアを指す。RNC 130はノードB 110に結合されて、こ
れらのノードBの調整とコントロールを提供する。RNC 130もあるプロトコルおよびアプリ
ケーションのためのメッセージを発生し、終端する。コアネットワーク140はパケットル
ーティング、ユーザー登録、移動度管理などのような様々な機能をサポートする様々なネ
ットワーク構成要素を含むことができる。
【００１１】
　UE 120はUMTSネットワークの全体にわたって分散してもよく、また、各UEは静止であっ
てもモバイルであってもよい。UEもまた、移動局、ターミナル、アクセスターミナル、加
入者ユニット、ステーションなどと呼ばれる。UEは携帯電話、携帯情報端末(PDA)、ワイ
ヤレスデバイス、ハンドヘルドデバイス、無線モデム、ラップトップコンピュータなどで
あってよい。UEは、任意の所与時間で、ダウンリンクおよび／またはアップリンク上で１
つ以上のノードBと通信する。ダウンリンク(あるいはフォワードリンク)はノードBからUE
への通信リンクを指し、また、アップリンク(あるいはリバースリンク)はUEからノードB
への通信リンクを指す。
【００１２】
　UMTSでは、UEのためのデータおよびシグナリングは無線回線制御(RLC)層で論理チャネ
ルとして処理される。論理チャネルはDTCH(Dedicated Traffic Channel)、DSCH(Downlink
 Shared Channel)、DCCH(Dedicated Control Channel)、CCCH(Common Control Channel)
などを含む。論理チャネルはメディアアクセス制御(MAC)層でトランスポートチャネルに
マッピングされる。トランスポートチャネルは音声、画像、パケットデータなどのような
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各種サービスのためにデータを伝送する。トランスポートチャネルは物理層で物理チャネ
ルにマッピングされる。物理チャネルは異なるチャネライゼーション符号でチャネル化さ
れ、また、物理チャネルは符号領域で互いに直交する。
【００１３】
　UMTS中のUEは、様々な目的で、UEを識別するために使用されるIDを割り当てられる。こ
れらのUE IDは異なるコンテキストあるいは範囲(例えばセル、ページングエリアなど)お
よび／もしくは異なるライフスパン(例えば、仮か永久)を持っている。例えば、UEは仮の
IDとして使用される様々なRNTIを割り当てられる。表1はUEに割り当てられるいくつかのR
NTIをリストし、また、各RNTIがどこで使用されるかの短い記述を提供する。C-RNTIおよ
びU-RNTIはサービングRNCによってUEに割り当てられ、特定のセル内のRRC接続にスコープ
される。C-RNTIはDTCHとDSCH上で伝送されるメッセージに使用される。U-RNTIはPCH(Pagi
ng Channel)上で伝送されるページングメッセージおよびDCCH上で伝送されるメッセージ
に使用される。DSCH-RNTI、H-RNTIおよびE-RNTIは特定のセルにスコープされ、それぞれ
、DSCH、HS-DSCH(High Speed Downlink Shared Channel)およびE-AGCH(E-DCH Absolute G
rant Channel)上で伝送されるシグナリングメッセージに使用される。これらの様々なRNT
Iは総合して「X-RNTI」と呼ばれ、無線リソースコントロール(RRC)およびMACプロトコル
によって送信されるシグナリングメッセージ用のUEをアドレスするために、ローカルのコ
ンテキストの中で仮のIDとして使用される。X-RNTIは、UTRAN内の異なるネットワークエ
ンティティ(もしくは単にUTRAN)によって割り当てられる。各X-RNTIは割り当てるネット
ワークエンティティと受信者UEとの間で交換されるシグナリングメッセージに使用される
。

【表１】

【００１４】
　X-RNTIはUTRANによって様々な時にUEに割り当てられる。割り当ては、割り当ての時点
でUTRANとUEとの間に先にセキュリティ関係が存在しないことにより非暗号シグナリング
を介して行われる。しかしながら、X-RNTIの割り当てでは、UTRANは典型的にはTMSI(Temp
orary Mobile Subscriber Identity)もしくはP-TMSI(Packet TMSI)によってUEをアドレス
し、それはNAS(Non Access Stratum)層で暗号化されたシグナリングでUEに割り当てられ
る。したがって、攻撃者はダウンリンクメッセージによってどのようなX-RNTIが割り当て
られたかを観察できるが、TMSIもしくはP-TMSIの追加知識なしには、どのUEが割り当てを
受けたかを判断することはできないであろう。
【００１５】
　一旦X-RNTIがUEに割り当てられれば、X-RNTIはダウンリンクおよび／またはアップリン
クのシグナリング中で暗号化なしの平文で送信される。例えば、特定のUE宛てのメッセー
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ジはCCCH上で送信され、それらのU-RNTIによって受信者UEにアドレスされる。
【００１６】
これらのメッセージはシグナリング無線運搬者0(signaling radio bearer 0)(SRB0)で送
られ、SRB0はUTRANとのセキュリティ関係が既にないUE宛てのメッセージを運ぶため、暗
号化はされないであろう。暗号化されないメッセージが共通チャネル上で送信されると、
攻撃者はメッセージが特定のX-RNTIすなわちUEに向けられたことを判断できる。攻撃者は
無線コンテキスト外のこのUEのIDを知らないとしても、利用可能な情報はいわゆる「リン
カビリティ攻撃」における同じUEに向けられたメッセージに関する情報の収集を可能にす
る。攻撃者はコントロールチャネル上で送信された暗号化されていないスケジューリング
情報をモニターし、同じUEをアドレスしたデータ伝送を判断することができる。その後、
攻撃者は、可能性として、データセッション間の個々のUEのセル間移動度を追跡する。い
ずれにしても、共通チャネル上での平文によるメッセージの送信はより重大なセキュリテ
ィ脅威をもたらす可能性のあるセキュリティ脆弱性を生じる。
【００１７】
　共通チャネル上の平文でのメッセージの送信によるセキュリティ脆弱性を減少するため
の技術がここに記述される。これらの技術は様々な層で送信された様々なシグナリングメ
ッセージに使用できる。また、この技術はダウンリンクにもアップリンクにも使用できる
。わかりやすくするために、この技術はUMTSにおけるダウンリンクでのスケジューリング
情報およびページングメッセージの送信に関して以下に記述される。
【００１８】
　3GPPリリース5以降はダウンリンク上の高速パケットデータ伝送を可能にするチャネル
および手続きのセットであるHSDPAをサポートしている。HSDPAでは、あるノードBがHS-DS
CH上でデータを送信する。HS-DSCHは時間と符号の両方ですべてのUEによって共有される
ダウンリンクトランスポートチャネルである。HS-DSCHは各送信時間間隔(transmission t
ime interval)(TTI)で1つ以上のUE宛てにデータを運ぶ。HSDPAでは、10ミリセカンド(ms)
のフレームが5つの2ミリセカンドのサブフレームに分割され、各サブフレームは3つのタ
イムスロットをカバーし、また、各タイムスロットの存続時間は0.667ミリセカンドであ
る。HSDPAでは、TTIは1つのサブフレームと等しく、UEがスケジュールされ、サーブされ
る最小時間単位である。HS-DSCHの共有はダイナミックで、TTI毎に変化する。HS-DSCHで
は、データはHS-PDSCH(High Speed Physical Downlink Shared Channel)上で伝送され、H
S-PDSCH用のシグナリングはHS-SCCH(Shared Control Channel for HS-DSCH)上で伝送され
る。
【００１９】
　HSDPAでは、ノードBはHS-PDSCHのために16の拡散率(spreading factor)を備えた15個ま
での16-チップ・チャネライゼーション符号を使用する。ノードBは、また、HS-SCCHのた
めに128の拡散率を備えた128-チップ・チャネライゼーション符号を任意の数、使用する
。HS-PDSCHのための16-チップ・チャネライゼーション符号の数と、HS-SCCHのための128-
チップ・チャネライゼーション符号の数は設定可能である。S-PDSCHおよびHS-SCCHのため
のチャネライゼーション符号は体系化された方法によって生成される直交可変拡散率(ort
hogonal variable spreading factor)(OVSF)符号である。拡散率(SF)はチャネライゼーシ
ョン符号の長さである。シンボルは長さSFのチャネライゼーション符号で拡散され、シン
ボルのためのSFチップが生成される。
【００２０】
　次の記述では、HSDPAは、(a)各HS-PDSCHが異なる16－チップのチャネライゼーション符
号に対応している15までのHS-PDSCHと、(b)各HS-SCCHが異なる128のチップのチャネライ
ゼーション符号に対応している任意数のHS-SCCHとを有するものとみなされる。
【００２１】
あるUEが呼設定で4つまでのHS-SCCHを割り当てられ、呼の期間に、割り当てられたHS-SCC
Hをモニターする。UEは与えられたTTIの中で15までのHS-PDSCHを割り当てられる。HS-PDS
CHは、UEに割り当てられたHS-SCCHのうちの1つの上で送られるシグナリングを介して、UE
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にダイナミックに割り当てられ、伝えられてもよい。
【００２２】
　図2は、HSDPAでのHS-SCCH上およびHS-PDSCH上の送信例を示す。ノードBは各TTI中に1つ
以上のUEをサーブする。ノードBは各予定されたUEに向けてHS-SCCH上でシグナリングメッ
セージを送り、２スロット後にHS-PDSCH上でデータをUEに送る。HS-SCCH上で送られたシ
グナリングメッセージはこれらのUEに割り当てられたH-RNTIに基づいて特定のUEに宛てら
れる。HS-PDSCH上でデータを受け取った各UEは各TTIにおいてそれに割り当てられたHS-SC
CHを処理し、そのUE宛にシグナリングメッセージが送られたかどうかを決定する。各UEは
HS-SCCH上で受け取られたシグナリングメッセージと自己のH-RNTIとを比較し、任意のシ
グナリングメッセージがそのUEのために意図されたものかどうかを決定する。与えられた
TTI中にスケジュールされている各UEは、そのUEに送られたデータを回復するためにHS-PD
SCHを処理する。
【００２３】
　図2に示された例において、関心のある１つのUE(UE#1）は、そのUEに割り当てられた４
つのHS-SCCH#1～#4をモニターする。UE#1は時間nのTTIではスケジュールされておらず、
シグナリングメッセージはどのHS-SCCH上でもUE#1に送られない。UE#1は時間n+1のTTI に
スケジュールされており、シグナリングメッセージはHS-SCCH#1上でUEに送られる。シグ
ナリングメッセージは、このTTI中に送られる送信のために様々なパラメータを伝える。U
E#1はTTI n+2にはスケジュールされず、TTI n+3にスケジュールされてHS-SCCH#2上でシグ
ナリングメッセージを受け取り、TTI n+4にはスケジュールされない。
【００２４】
　他のRNTIは共通チャネル上の特定のUEに送られた他のシグナリングメッセージのために
使用される。例えば、E-AGCH上で送られる割り当てメッセージは、特定のUEに割り当てら
れたE-RNTIに基づいて、これら特定のUEに宛てられる。ページングメッセージは特定のUE
に割り当てられたU-RNTIに基づいてこれら特定のUEに宛てられる。
【００２５】
　一般に、X-RNTIはダウンリンク上で送信されたシグナリングメッセージ中で送られ、自
己のX-RNTIとのマッチングのために各UEによって使用され、シグナリングメッセージがそ
のUEのために意図されたものかどうかを決定する。つまり「このメッセージは私向けか？
」を確認する。X-RNTI値の可能なスペースがフルではないため、このマッチング処理には
X-RNTI中の全ての情報が必要ということはない。X-RNTIは長さ16ビット(あるいは32ビッ
ト)で、ノードBが一度にアドレスすることができるよりもさらに多くのUEにIDを供給でき
る。例えば、ノードBは0から1023の範囲の1024のIDを割り当てたとする。この場合、X-RN
TIの10のLSB(least significant bits)だけを使用して、与えられた１つのUEをユニーク
に識別することができる。ノードBは、その後、より上位のビットに対してランダムの値
を送り、下位ビット(それらはIDの「実際の」部分を含んでいる)だけを見ることにより、
各UEがそのUEに宛てられたメッセージを認識することを許容する。より上位のビットに対
してランダム値を送ることは、任意の所与のUEのために送られる多くの異なるX-RNTI値を
生じることとなり、それはリンカビリティ攻撃を軽減する。
【００２６】
しかしながら、この「トランケーション」スキームは本質的に透明である。スキームに気
づいている攻撃者は、平凡にそれに侵入し、どのメッセージが同じUEにアドレスされるか
を判断するために下位ビットを検査することができる。
【００２７】
　１つの態様では、X-RNTIは関数に基づいて変換され、変換されたRNTI(オリジナルのX-R
NTIに代わって)がシグナリングメッセージ中で送られる。既にX-RNTIを知っているUEは、
シグナリングメッセージがそのUEのために意図されているかどうかを、変換されたRNTIに
基づいて決定することができる。しかしながら、以前のX-RNTIの知識のない攻撃者はメッ
セージ中で送られた変換されたRNTIに基づいてオリジナルのX-RNTIを決定することができ
ない。変換は様々な方法で行ない得る。
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【００２８】
　図3AはX-RNTIを変換する方法を示す。ユニット310はX-RNTIを受け取り、変換関数Hに基
づいてX-RNTIを変換し、H(X-RNTI)として表示される変換されたRNTIを提供する。変換関
数は、変換されたRNTIからオリジナルのX-RNTIを決定することを困難にする不可逆関数で
あり得る。例えば、変換関数はメッセージ(例えばX-RNTI)を要約(例えば変換されたRNTI)
に写像し、また、(１)メッセージとその要約の間の関数が不可逆で、(２)同じ要約に写像
する2つのメッセージの類似性が非常に小さいという暗号特性を有する、暗号の/安全な(c
ryptographic/secure)ハッシュ関数である。ハッシュ関数の出力はダイジェスト、シグネ
チャ、ハッシュ値などと呼ばれる。
【００２９】
　変換されたRNTIはシグナリングメッセージ中で送られ、UEによるメッセージのマッチン
グに供される。各UEは、変換されたRNTIを得るために、そのX-RNTIに同じ変換関数を適用
してもよい。その後、各UEは受信メッセージ中の変換されたRNTIとローカルに生成された
変換されたRNTIとをマッチングして、そのメッセージがそのUEのために意図されたものか
どうかを判断する。
【００３０】
　変換されたRNTIは攻撃者がオリジナルのX-RNTIを推測することを妨げる。しかしながら
、所与のUEに送られた各シグナリングメッセージに同一の変換されたRNTIが含まれている
場合は、攻撃者は相関性攻撃(correlation attack)を実施し得る。これを防ぐために、変
換されたRNTIは各メッセージで変更されてもよい。
【００３１】
　図3Bは、異なる変換されたRNTIを得るためのX-RNTIの変換方法を示す。ユニット320はX
-RNTIとソルト値σを受け取り、変換関数Hσに基づいてX-RNTIとソルト値を変換し、Hσ(
X-RNTI)として表示される変換されたRNTIを提供する。変換関数は不可逆関数、暗号のハ
ッシュ関数などである。ソルト値は任意の方法で選択され得る非静的な値である。異なる
ソルト値が異なるシグナリングメッセージに使用され、その結果、単一のX-RNTIが異なる
メッセージ用の異なる変換されたRNTIを生じさせる。
【００３２】
　変換されたRNTIとソルト値σはシグナリングメッセージ中で送られ、UEによるメッセー
ジのマッチングに供される。ソルト値σは、変換されたRNTIと共に平文で送られる。ソル
ト値σおよび／または変換されたRNTIはシグナリングメッセージに埋め込まれてもよい。
いずれの場合でも、各UEは自身のX-RNTIをシグナリングメッセージ中の変換されたRNTIに
対してマッチングする。各UEはメッセージから抽出された自身のX-RNTIとソルト値σに変
換関数Hσを適用し、次に、ローカルに生成された変換されたRNTIを、受信されたシグナ
リングメッセージ中の変換されたRNTIと比較する。
【００３３】
　図4Aは変換されたRNTIをシグナリングメッセージ中で平文によって送るメッセージプロ
セッサ410のブロック構成を示す。メッセージプロセッサ410は受信者UEのための入力メッ
セージおよびX-RNTIを受け取り、UEに向けられた出力メッセージを生成する。
【００３４】
　メッセージプロセッサ410内では、ユニット420はX-RNTIとおそらくソルト値σを受け取
り、X-RNTIとおそらくソルト値σに対して変換関数を適用し、変換されたRNTIを提供する
。マルチプレクサ(Mux)422は変換されたRNTI、ソルト値σ(もし、ある場合）および入力
メッセージを多重化する。エンコーダ424はマルチプレクサ422の出力を符号化し、出力メ
ッセージを提供する。メッセージプロセッサ410はPCH上で送られるページングメッセージ
に対して使用されてもよい。この場合、図4A中のUE IDかX-RNTIはU-RNTIに相当する。
【００３５】
　図4Bは、変換されたRNTIをシグナリングメッセージ中に埋め込むメッセージプロセッサ
450のブロック構成を示す。メッセージプロセッサ450は受信者UEのための入力メッセージ
とX-RNTIを受け取り、そのUE宛ての出力メッセージを生成する。入力メッセージは様々な
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情報を含んでもよい。
【００３６】
　メッセージプロセッサ450内では、ユニット460はX-RNTIとおそらくソルト値σを受け取
り、X-RNTIとおそらくソルト値σに対して変換関数を適用し、変換されたRNTIを提供する
。マルチプレクサ462はシグナリング情報XaおよびXbおよびソルト値σ(もし、あれば)を
受け取って多重化し、多重化情報X1を提供する。エンコーダ464は多重化情報X1を符号化
し、符号化情報を提供する。ユニット466は変換されたRNTIに基づいて符号化情報をマス
キングし、マスク情報S1を提供する。マルチプレクサ472はシグナリング情報Xc～Xfを受
け取って多重化し、多重化情報x2を提供する。ユニット474は情報X1およびx2に基づいて
巡回冗長検査(cyclic redundancy check)(CRC)を生成し、次に、変換されたRNTIでCRCを
マスキングしてUEに特有のCRCを得、UEに特有のCRCを情報x2に付加する。エンコーダ476
は、ユニット474の出力を符号化し、符号化情報R2を提供する。マルチプレクサ478はマス
ク情報S1および符号化情報R2を受け取って多重化し、多重化情報S1およびR2を出力メッセ
ージとして提供する。
【００３７】
　メッセージプロセッサ450はHS-SCCH上で送られるシグナリングメッセージに対して使用
されてもよい。この場合、Xaはチャネライゼーション符号セット情報を備えてもよく、Xb
は変調スキーム情報を備えてもよく、Xcは輸送ブロックサイズ情報を備えてもよく、Xdは
HARQプロセス情報を備えてもよく、Xeは冗長およびコンスタレーションバージョン情報を
備えてもよく、Xfは新しいデータ指標情報を備えてもよい。また、X-RNTIはH-RNTIに相当
する。情報S1はTTIの第1のスロット中で送られてもよい。また、情報R2はTTIの最後の2つ
のスロット中で送られてもよい。この場合、図4B中で示されるように、ソルト値σはTTI
の第1のスロット中で送られた情報XaおよびXbと共に多重化される。これは、全メッセー
ジの受け取りを待つ必要なしにUEによるシグナリングメッセージの早期検出を可能とする
。
【００３８】
　図4Aは、変換されたRNTIがシグナリングメッセージ中で平文によって送られる場合を示
す。変換されたRNTIは、また、他の方法によって平文で送られてもよい。図4Bは、変換さ
れたRNTIがシグナリングメッセージ中に埋め込まれている場合を示す。変換されたRNTIの
埋め込みも他の方法で達成されてもよい。例えば、E-AGCH上で送られるシグナリングメッ
セージは、変換されたE-RNTIに基づいて生成されたUEに特有のCRCを含んでもよい。一般
に、変換されたRNTIはシグナリングメッセージ中で様々な方法(例えば平文で、あるいは
埋め込まれて）で送られ、それによって受信者UEが自身のUEに宛てられたものとしてメッ
セージを識別することができる。
【００３９】
　図2に示されるように、UEは各TTI中に多数(例えば4まで)のシグナリングメッセージを
受け取り、受信メッセージがそのUEのために意図されたものかどうかを決定するために受
信メッセージをチェックする。変換関数は、UEがその性能に悪い影響を受けることなく各
受信メッセージに変換関数を適用することができるように、計算上単純であるべきである
。理想的には、変換されたRNTIとのメッセージマッチングは通常行われるX-RNTIとのマッ
チングにわずかの追加の命令を必要とする程度とすべきである。
【００４０】
　図3B中示された方法に関し、UEは全ての可能なソルト値と共にそのX-RNTIをハッシング
して得られた変換後のRNTIのルックアップテーブルを格納してもよい。このように、変換
されたRNTIはシグナリングメッセージが受け取られる度に計算される代わりに予め一度計
算され、後の使用のために格納されてもよい。各受信メッセージについては、UEは受信メ
ッセージからソルト値を抽出し、ルックアップテーブルからそのソルト値用の変換された
RNTIを検索し、検索された変換後のRNTIと受信メッセージとを比較チェックしてもよい。
【００４１】
　UTRANは、呼び出しの最初およびおそらく呼び出し中に、暗号化されたシグナリングに
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よってUEに新しいX-RNTIを割り当ててもよい。そのUEだけがハッシングされていないバー
ジョンを有するため、新しいX-RNTIの変換されたバージョンは、大気上に自由に送出され
てもよい。攻撃者は、変換されたRNTIと共に送られたシグナリングメッセージのマッチン
グを行なうための十分な情報を持っていない。攻撃者は、全ての可能なX-RNTIのデータベ
ースを維持し、かつ各受信メッセージを全てのX-RNTIと比較チェックすることによって、
ある期間の全てに亘ってセル中の全てのシグナリングメッセージをモニターするかも知れ
ない。この種の分かっている盗聴には、UEに周期的に新しいX-RNTIを割り当てることで対
抗できる。
【００４２】
　様々な変換関数が、変換されたRNTIを生成するために使用できる。一般に、変換関数は
次の品質を備えるべきである。
【００４３】
（１）容易で迅速な計算(あるいはUEのルックアップテーブルに受け入れ可能)
（２）変換されたRNTIおよびソルト値は小さくあるべき
（３）逆変換が困難もしくは不可能
（４）UTRANにとって衝突に対する防御が容易
　与えられた適用に対して、上にリストされた品質の間でトレードオフがなされる。異な
る特性をもった異なる変換関数は、異なる適用に使用されてもよい。例えば、レイヤ2(La
yer 2)でのシグナリングは、高ビット効率と迅速な復号を好み、その結果、低いレベルの
セキュリティを受け入れることができる。レイヤ3でのシグナリングは、より大きなオー
バーヘッドを犠牲にしてより強いセキュリティを好む。
【００４４】
　どの程度高度な不可逆機能が重要かは、攻撃者の側に推定される判断レベルに依存する
。変換関数は、X-RNTIから位置を変える際に、単に少数のビットをマスクしてもよく、マ
スクビットを選択するためにソルト値を使用してもよい。この変換関数は、攻撃者がシグ
ナリングメッセージを収集し、削除されたビットのための可能な値をすべて試み、その結
果得られた値のうちのどのものが繰り返されるか確かめるというブルートフォース攻撃に
は弱いかもしれない。攻撃者は、繰り返された値が様々なUEの真のX-RNTIであると推定し
、これらの値を将来のシグナリングメッセージに対するテストのために格納するかもしれ
ない。しかしながら、これは、リンカビリティ攻撃と関連する通常の盗聴よりも著しく面
倒な攻撃と言ってもよい。
【００４５】
　たとえ変換関数が多少、暗号的に弱くても、UTRANは、暗号化されたシグナリングによ
って新しいX-RNTIを割り当てることができる。この場合、攻撃者は、受信メッセージをテ
ストするための既知のX-RNTIのプールを自動的に持つことができない。新しいX-RNTIを割
り当てる能力に照らして、変換関数の暗号強度は、単純な計算や放送中のビット保存より
も重要でないと考えられる。
【００４６】
　変換関数は様々な設計に基づいて定義される。例えば、変換関数は、SHA-1(セキュアハ
ッシュアルゴリズム)、SHA-2(それはSHA-224、SHA-256、SHA-384およびSHA-512を含む)、
MD-4(メッセージ・ダイジェスト)、MD-5、あるいはこの技術の中で知られているその他の
セキュアハッシュアルゴリズムのような、暗号の/安全なハッシュ関数の中で使用される
設計原理を組込むことができる。1つの設計では、単一の変換関数がUTRANとUEの両方によ
って先験的に使用され、知られている。別の設計では、変換関数のセットがサポートされ
、例えば呼び出しの第1でセットから1つの変換関数が選ばれ、UEに伝えられる。
【００４７】
　ソルト値σの長さはオーバーヘッドとセキュリティの間のトレードオフに基づいて選択
できる。より長いソルト値は、与えられたX-RNTIのためにより多く変換されたRNTIを生じ
、それは、より大きなオーバーヘッドとおそらくより大きな衝突可能性を犠牲にしてセキ
ュリティを向上させる。より短いソルト値の場合はその逆が真実であろう。
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【００４８】
　1つの設計では、変換されたRNTIはオリジナルのX-RNTIと同じあるいはほぼ同じ長さを
持っている。この設計ではソルト値σは追加のビットを使用して送られてもよい。別の設
計では、変換されたRNTIおよびソルト値σは同じあるいはほぼ同じオーバーヘッドを維持
するために、オリジナルのX-RNTIと同じあるいはほぼ同じ長さを持っている。この設計で
は、いくつかのビットはオリジナルのX-RNTIより短い変換されたRNTIを作ることにより「
再要求(reclaim)」される。例えば、X-RNTIが16ビットで、変換されたRNTIが10ビットで
、ソルト値が6ビットかもしれない。X-RNTI、変換されたRNTIおよびソルト値はさらに他
の長さを持ってもよい。変換関数は、より短い変換されたRNTIで所望の暗号特性を達成す
るよう設計される。
【００４９】
　2つのUEのための2つのX-RNTIが同じ変換後のRNTIに変換された場合（例えばHσ(x)=Hσ
(y)でxとyが2つのX-RNTIである場合）は衝突が生じる。その2つのUEにはそれらの変換さ
れたRNTIの間の衝突を解決する方法はない。変換されたRNTIは、例えば、図2に示された
ように、2つのUEのうちの1つにスケジューリング情報を送るために使用されてもよい。受
信者UEはスケジューリング情報をそのUEのためのものであるとして適切に検知し、そのUE
に送られたデータをデコードする。非受信者UEは偽ってスケジューリング情報を検知し、
受信者UEのために予定されたデータをデコードし、そして解読(HS-DSCH上で送られたデー
タが暗号化されていたと仮定して)の後、無意味な結果を得る。この場合、衝突は、アプ
リケーションの振る舞いに依存して、性能に悪影響を与えることもあり、与えないことも
ある。
【００５０】
　一般に、X-RNTIの衝突による影響はこれらのX-RNTIと共に送られるシグナリングのタイ
プに依存する。UTRANは可能性のある悪影響を回避するために衝突の防止を試みる。
【００５１】
　衝突を回避する1つの設計では、UTRANは衝突を持たないことが分かっているX-RNTIとソ
ルト値を選択する。UTRANは、UEに割り当てられた、あるいは割り当てが可能な全てのX-R
NTI1のセットを維持する。個々の可能なソルト値σについては、UTRANは、X-RNTIのセッ
トとそのソルト値に基づいて、変換されたRNTIのセットを生成する。UTRANは複写のため
に変換されたセットをスキャンし、複写が検知された場合、このソルト値を拒絶する。一
般に、あるX-RNTIで衝突を引き起こすソルト値は他のX-RNTIではまだ使用できる。しかし
ながら、実行を単純化するために、UTRANはX-RNTIの全てのセットに亘って複写が生じさ
せないソルト値のリストを維持する。このリスト中のソルト値は使用のために選択され得
る。衝突は他の方法で回避されてもよい。
【００５２】
　図5は、無線通信ネットワーク中で、UEにシグナリングメッセージを送るためにネット
ワークエンティティによって実行されるプロセス500を示す。ネットワークエンティティ
は、送られているシグナリングメッセージに依存して、ノードB、RNC、その他である。
【００５３】
　UEに割り当てられた第1のIDはそのUEに対する第2のIDを得るために変換される(ブロッ
ク512）。第1のIDは、UMTSでUEに割り当てられたRNTI、あるいは、その他のいくつかの通
信システムにおいてUEに割り当てられた他のタイプのIDである。第1のIDは不可逆関数、
ハッシュ関数あるいはその他の関数に基づいて変換され、第2のIDが得られる。UE宛ての
出力メッセージは、入力メッセージと第2のIDに基づいて生成される（ブロック514）。入
力メッセージはページングメッセージ、スケジューリング情報を伴うスケジューリングメ
ッセージ、資源割当メッセージなどである。出力メッセージは、そのUEとその他のUEによ
って共有される共通チャネルを介して送信される（ブロック516）。
【００５４】
　1つの設計では、第1のIDおよびソルト値は第2のIDを得るためにハッシングされる。ソ
ルト値は出力メッセージ中で平文で送信される。ソルト値は第1のIDが変換される度に変
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更され、また、UEに割り当てられたすべての第1のIDの中で衝突を回避するために選択さ
れる。第1のIDは第2のIDとソルト値が結合された長さに等しい長さを持つ。
【００５５】
　1つの設計では、出力メッセージは、例えば図4Aで示されたように、入力メッセージと
平文での第2のIDを含む。別の設計では、第2のIDは、例えば図4Bで示されたように、出力
メッセージに埋め込まれる。例えば、入力メッセージの全てあるいは一部が第2のIDでマ
スクされて出力メッセージが生成される。あるいは、UEに特有のCRCが入力メッセージと
第2のIDに基づいて生成され、入力メッセージとUEに特有のCRCとに基づいて出力メッセー
ジが生成される。
【００５６】
　図6はUEにシグナリングメッセージを送るための装置600を示す。装置600は、UEに割り
当てられた第1のIDを変換してそのUEに対する第2のIDを得る手段(モジュール612)と、入
力メッセージと第2のIDに基づいてそのUE宛ての出力メッセージを生成する手段(モジュー
ル614)と、出力メッセージをそのUEと他のUEによって共有される共通チャネルを介して送
信する手段(モジュール616)とを含む。モジュール612～616は、プロセッサ、電子デバイ
ス、ハードウェアデバイス、電子コンポーネント、論理回路、メモリなど、あるいはそれ
らの任意の組合せを備えることができる。
【００５７】
　図7は、無線通信ネットワークからシグナリングメッセージを受け取るためにUEによっ
て実行されるプロセス700を示す。メッセージは複数のUEによって共有される共通チャネ
ルを介して受け取られる(ブロック712)。UEに割り当てられた第1のIDは、そのUEのための
第2のIDを得るために変換される(ブロック714)。変換はルックアップテーブル、ハードウ
ェア、ソフトウェア、ファームウェアなどで達成され得る。1つの設計では、ソルト値は
受信メッセージから得られ、第1のIDとそのソルト値が第2のIDを得るためにハッシングさ
れる。受信メッセージがそのUEのために意図されているかどうかが、第2のIDに基づいて
決定される(ブロック716)。ブロック716の1つの設計では、第3のIDが受信メッセージから
得られ、受信メッセージがUEのために意図されたものかどうかを決定するために第2のID
と比較される。ブロック716の別の設計では、受信メッセージと第2のIDに基づいてCRCが
生成され、UEに特有のCRCが受信メッセージから得られ、生成されたCRCがそのUEに特有の
CRCと比較されて、受信メッセージがそのUEのために意図されたものかどうかが決定され
る。受信メッセージはページングメッセージ、スケジューリングメッセージ、資源割当メ
ッセージなどである。受信メッセージがスケジューリングメッセージである場合、スケジ
ューリング情報は受信メッセージから得られ、UEに送られたデータ伝送を処理するために
使用される。
【００５８】
　図8はシグナリングメッセージを受け取るための装置800を示す。装置800は、複数のUE
によって共有される共通チャネルを介してメッセージを受け取る手段(モジュール812)と
、そのUEに対する第2のIDを得るためにそのUEに割り当てられた第1のIDを変換する手段(
モジュール814)と、受信メッセージがそのUEのために意図されたものかどうかを第2のID
に基づいて決定する手段(モジュール816)とを含む。モジュール812～816は、プロセッサ
、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子コンポーネント、論理回路、メモリなど、
あるいはそれらの任意の組合せを備えることができる。
【００５９】
　図9は、図1中のUE 120、ノードB 110およびRNC 130の設計のブロック図である。アップ
リンクにおいては、UE 120によって送られるデータおよびシグナリングはエンコーダ922
によって処理(例えば、フォーマット、符号化、およびインターリーブ)され、出力チップ
を生成するために変調器(MOD)924によってさらに処理(例えば、変調、チャネル化、およ
びスクランブル）される。送信器(TMTR)932は、その後、出力チップを調整(例えば、アナ
ログ変換、フィルタ、増幅、および周波数アップコンバート)してアップリンク信号を生
成し、アップリンク信号はアンテナ934によって送信される。ダウンリンクにおいては、
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アンテナ934がノードB 110によって送信されたダウンリンク信号を受け取る。受信機(RCV
R)936はアンテナ934からの受信信号を調整(例えば、フィルタ、増幅、周波数ダウンコン
バート、およびデジタル化)してサンプルを提供する。復調器(DEMOD)926はサンプルを処
理(例えば、解読、チャネル化、復調)してシンボル推定値(symbol estimates)を提供する
。デコーダ928はシンボル推定値をさらに処理(例えば、デインターリーブ、およびデコー
ド）して復号データを提供する。エンコーダ922、変調器924、復調器926およびデコーダ9
28は、モデムプロセッサ920によって実現される。これらのユニットは無線通信ネットワ
ークによって実現された無線技術(例えばUMTS)に従って処理を実行する。
【００６０】
　コントローラ/プロセッサ940はUE 120での処理を指揮する。コントローラ/プロセッサ9
40は図7中のプロセス700および／またはここに記述された技術のための他のプロセスを実
行する。メモリ942はUE 120のためのプログラム符号とデータを格納し、また、UE 120に
割り当てられた仮のID、すなわちUE IDを格納する。
【００６１】
　図9はさらにノードB 110およびRNC 130の設計を示す。ノードB 110は、UEとの通信のた
めの様々な機能を実行するコントローラ/プロセッサ950、ノードB 110のためにプログラ
ム符号とデータを格納するメモリ952、およびUEとの無線通信をサポートするトランシー
バ954を含む。コントローラ/プロセッサ950は、図5中のプロセス500および／またはここ
に記述された技術のための他のプロセスを実行する。メモリ952はノードB 110によってUE
に割り当てられた仮のID、すなわちNB UE IDを格納する。RNC 130は、UEの通信をサポー
トするための様々な機能を実行するコントローラ/プロセッサ960と、RNC 130のためのプ
ログラム符号とデータを格納するメモリ962とを含む。コントローラ/プロセッサ960は図5
中のプロセス500および／またはここに記述された技術のための他のプロセスを実行する
。メモリ962は、RNC 130によってサーブされているUEに割り当てられた仮のID、すなわち
RNC UE IDを格納する。
【００６２】
　ここに記述された技術は、アップリンクと同様に、ダウンリンク上で送られたシグナリ
ングメッセージに使用されてもよい。この技術は、また、ユーザープレーンと同様に、制
御プレーンを介して送られたメッセージに使用されてもよい。制御プレーンは高次レイヤ
アプリケーションのためのシグナリング搬送メカ二ズムで、典型的には、ネットワークに
特有のプロトコル、インターフェースおよびシグナリングメッセージで実行される。ユー
ザープレーンは高次レイヤアプリケーションのための信号処理メカニズムで、典型的には
、ユーザー・データグラム・プロトコル(UDP)、転送制御プロトコル(TCP)およびインター
ネット・プロトコル(IP)のようなオープンプロトコルで実行される。メッセージは、制御
プレーン中のシグナリングの一部分としてされても、また(ネットワークの観点から)ユー
ザープレーン中のデータの一部分として搬送されてもよい。
【００６３】
　ここに記述された技術は、様々な手段によって実施され得る。例えば、これらの技術は
ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアあるいはそれらの組合せで実行できる。ハ
ードウェアによる実行については、所与のエンティティ(例えばUE、ノードB、RNCなど)で
本技術を実行するために使用される処理ユニットは、1つ以上の、特定用途向けIC(ASIC)
、デジタル信号プロセッサ(DSP)、デジタル信号処理装置(DSPD)、プログラマブルロジッ
クデバイス(PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プロセッサ、コント
ローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、ここに記述された
機能を実行するために設計された他の電子ユニット、コンピュータあるいはそれらの組合
せの中で実現することができる。
【００６４】
　ファームウェアおよび／またはソフトウェア・インプリメンテーションについては、本
技術は、ここに記述された機能を実行するモジュール(例えば手続き、機能など)で実現す
ることができる。ファームウェアおよび／またはソフトウェア符号はメモリ(例えば図9中
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のメモリ942、952あるいは962)に格納され、プロセッサ(例えばプロセッサ940、950ある
いは960)によって実行されてもよい。メモリはプロセッサ内に実現されてもよく、あるい
はプロセッサの外部であってもよい。
【００６５】
　開示のこれまでの記述は、当業者をして本開示を実施可能にするために提供される。開
示に対する種々の変更は当業者にとって容易に明らかであろう。また、ここで定義された
包括的な本質は、本開示の精神もしくは範囲から外れることなく、他の変形に適用されて
もよい。したがって、本開示はここに記述された例に限定されるようには意図されず、こ
こに開示された本質と新規な特徴と矛盾しない最も広い範囲が与えられるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】図1はUMTSネットワークを示す。
【図２】図2は、高速ダウンリンク・パケット・アクセス(HSDPA)のための送信を示す。
【図３Ａ】図3Aは、RNTIを変換する１つの方法を示す。
【図３Ｂ】図3Bは、RNTIを変換する他の方法を示す。
【図４Ａ】図4Aは、変換されたRNTIを平文で送るプロセッサを示す。
【図４Ｂ】図4Bは、メッセージ中に変換されたRNTIを埋め込むプロセッサを示す。
【図５】図5は、UEにシグナリングメッセージを送るためのプロセスを示す。
【図６】図6はUEにシグナリングメッセージを送るための装置を示す。
【図７】図7は、UEでシグナリングメッセージを受け取るためのプロセスを示す。
【図８】図8は、UEでシグナリングメッセージを受け取るための装置を示す。
【図９】図9は、UE、ノードBおよびRNCのブロック図を示す。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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