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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動無線通信ネットワークに移動端末の接続を確立するための方法であって、
　前記移動無線通信ネットワークの無線アクセスネットワークが、前記移動端末から接続
要求を受信するステップと、
　前記無線アクセスネットワークが、前記無線アクセスネットワークを第１のエンドポイ
ントとして有する制御プレーン通信を確立するステップと、
　前記無線アクセスネットワークが、前記制御プレーン通信を介して第１の共通制御プレ
ーン機能に前記移動端末の接続要求を転送するステップと、
　前記第１の共通制御プレーン機能が、第２の共通制御プレーン機能に前記接続要求を転
送するステップと、
　前記無線アクセスネットワークが、前記制御プレーン通信の第２のエンドポイントが前
記第２の共通制御プレーン機能に設定されるべきであることを示すメッセージを受信する
ステップと、
　前記無線アクセスネットワークが、前記制御プレーン通信の前記第２のエンドポイント
を前記第２の共通制御プレーン機能に設定するステップと、
　を含み、
　前記制御プレーン通信の前記第２のエンドポイントが前記第２の共通制御プレーン機能
に設定されるべきであることを示す前記メッセージが、前記第２の共通制御プレーン機能
を前記制御プレーン通信の新たなエンドポイントとして識別している、
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当該方法。
【請求項２】
　前記方法は、
　前記第２の共通制御プレーン機能が、前記無線アクセスネットワークにアプリケーショ
ンプロトコル設定修正要求を送信するステップ、
　をさらに含み、
　前記アプリケーションプロトコル設定修正要求が、
　前記無線アクセスネットワーク及び前記第１の共通制御プレーン機能について情報と、
　前記第２の共通制御プレーン機能の識別子と、
　を備えている、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の共通制御プレーン機能が、前記移動端末のサブスクリプションプロファイル
を確認することによって前記移動無線通信ネットワークの前記第２の共通制御プレーン機
能を決定した、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の共通制御プレーン機能が、前記制御プレーン通信の前記第２のエンドポイン
トを前記第２の共通制御プレーン機能に設定した後に前記制御プレーン通信を介して前記
移動端末を認証するステップ、
　をさらに含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２の共通制御プレーン機能が、前記制御プレーン通信の前記第２のエンドポイン
トを前記第２の共通制御プレーン機能に設定した後に前記制御プレーン通信を介して前記
移動端末とのセキュアな制御プレーン通信を設定するステップ、
　をさらに含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記制御プレーン通信の前記第２のエンドポイントを前記第２の共通制御プレーン機能
に設定した後に前記制御プレーン通信を介して前記移動端末に対して制御プレーン通信セ
ッションを確立するステップ、
　をさらに含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記制御プレーン通信の前記第２のエンドポイントが前記第２の共通制御プレーン機能
に設定されるべきであることを示す前記メッセージが、前記第２の共通制御プレーン機能
によって送られた、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記制御プレーン通信の前記第２のエンドポイントが前記第２の共通制御プレーン機能
に設定されるべきであることを示す前記メッセージが、前記移動端末によって送られた、
請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記制御プレーン通信の前記第２のエンドポイントが前記第２の共通制御プレーン機能
に設定されるべきであることを示す前記メッセージが、前記第１の共通制御プレーン機能
によって送られた、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記制御プレーン通信の前記第２のエンドポイントが前記第２の共通制御プレーン機能
に設定されるべきであることを示す前記メッセージが、前記無線アクセスネットワークに
よって前記第１の共通制御プレーン機能に前記移動端末の接続要求を転送するために使用
された通信セッションへの参照を備えている、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項１１】
　前記無線アクセスネットワークが、前記制御プレーン通信を前記移動端末と関連付けて
いる、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記無線アクセスネットワークが、前記制御プレーン通信を前記移動端末のために割り
当てている、請求項１～１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記制御プレーン通信の前記第２のエンドポイントを前記第２の共通制御プレーン機能
に設定するステップが、前記無線アクセスネットワークの通信セッションの通信相手を前
記第１の共通制御プレーン機能から前記第２の共通制御プレーン機能へ変更すること、を
含んでいる、請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　移動端末から接続要求を受信するように構成されている受信器と、
　無線アクセスネットワークを第１のエンドポイントとして有する制御プレーン通信を確
立するように構成されているコントローラと、
　前記制御プレーン通信を介して第１の共通制御プレーン機能に前記移動端末の接続要求
を転送するように構成されている送信器と、
　を備え、
　前記コントローラが、前記第１の共通制御プレーン機能から第２の共通制御プレーン機
能へ前記接続要求を転送するように構成され、
　前記受信器が、前記制御プレーン通信の第２のエンドポイントが前記第２の共通制御プ
レーン機能に設定されるべきであることを示すメッセージを受信するように構成され、
　前記コントローラが、前記制御プレーン通信の前記第２のエンドポイントを前記第２の
共通制御プレーン機能に設定するように構成されており、
　前記制御プレーン通信の前記第２のエンドポイントが前記第２の共通制御プレーン機能
に設定されるべきであることを示す前記メッセージが、前記第２の共通制御プレーン機能
を前記制御プレーン通信の新たなエンドポイントとして識別している、
無線アクセスネットワーク構成要素。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、移動無線通信ネットワークに移動端末の接続を確立するための方法、及び無
線アクセスネットワーク構成要素に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信ネットワークにおいて、ＵＥ（ユーザ機器）認証が、例えばＵＥのサブスクリ
プションに基づいて（例えばＵＥ型、専用コアネットワークＩＤ（ＤＣＮ－ＩＤ）、クラ
イアントＩＤ、カスタマＩＤ、テナントＩＤに基づいて）、１つの共通ＣＰ（制御プレー
ン）機能（例えばＭＭＥ、移動管理エンティティ）からＵＥを担当している別の共通ＣＰ
機能へのＵＥのアタッチ要求のルート変更後に行われることが典型的に起こる。他の共通
ＣＰ機能（専用共通ＣＰ機能と称される）は、次いでＵＥ認証及び／又はＮＡＳセキュリ
ティ設定を行ってもよい。
【０００３】
　ＵＥと共通ＣＰ機能との間のセッション管理のための効率的な手法が、特に１つの共通
ＣＰ機能から別の共通ＣＰ機能へのアタッチ要求の転送を含む以上のシナリオで望ましい
。
【発明の概要】
【０００４】
　一実施形態によれば、移動無線通信ネットワークの無線アクセスネットワークが、移動
端末から接続要求を受信するステップと、無線アクセスネットワークが、無線アクセスネ
ットワークを第１のエンドポイントとして有する制御プレーン通信を確立するステップと
、無線アクセスネットワークが、制御プレーン通信を介して第１の共通制御プレーン機能
に移動端末の接続要求を転送するステップと、無線アクセスネットワークが、制御プレー
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ン通信の第２のエンドポイントが第２の共通制御プレーン機能に設定されるべきであるこ
とを示すメッセージを受信するステップと、無線アクセスネットワークが、制御プレーン
通信の第２のエンドポイントを第２の共通制御プレーン機能に設定するステップとを含む
、移動無線通信ネットワークに移動端末の接続を確立するための方法が提供される。
【０００５】
　更なる実施形態によれば、上記した移動無線通信ネットワークに移動端末の接続を確立
するための方法に係る無線アクセスネットワーク構成要素が提供される。
【０００６】
　図面では、同様の参照符号は異なる図を通して同じ部分を一般に指す。図面は必ずしも
一定の比率であるわけではなく、それよりも一般に本発明の原理を例示することに重点が
置かれる。以下の記載では、様々な態様が以下の図面を参照しつつ記載される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】ＵＥ（ユーザ機器）のアタッチ要求の転送を例示する。
【図２】５Ｇ通信システムを図示する。
【図３】ＥＰＣ（進化型パケットコア）状のアーキテクチャを持つ通信システムを図示す
る。
【図４】ＲＡＮを介するアタッチ要求のルート変更を伴う初期アタッチ手順を例示する。
【図５】アタッチ手順、即ちＲＡＮを介するアタッチ要求のルート変更を伴う初期アタッ
チ手順をより詳細に例示するメッセージフロー図を図示する。
【図６】既定ＣＣＰＦから専用ＣＣＰＦへのアタッチ要求の直接転送を伴う初期アタッチ
手順を例示する。
【図７】実施形態に係る初期アタッチ手順を例示する。
【図８】別の実施形態に係る初期アタッチ手順を例示する。
【図９】更なる実施形態に係る初期アタッチ手順を例示する。
【図１０】更なる第２の例に係る初期アタッチ手順を例示する。
【図１１】図７の手法に基づく初期アタッチ手順をより詳細に例示するメッセージフロー
図を図示する。
【図１２】移動無線通信ネットワークに移動端末の接続を確立するための方法を例示する
フロー図を図示する。
【図１３】無線アクセスネットワーク構成要素を図示する。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下の詳細な記載は、本発明が実施されることができる本開示の具体的な詳細及び態様
を例示として図示する添付の図面を参照する。添付の請求項一式によって定められる本発
明の範囲から逸脱することなく、他の態様が活用されてもよく且つ構造的、論理的及び電
気的変更がなされてもよい。本開示の幾つかの態様が本開示の１つ又は複数の他の態様と
組み合わされて新たな態様を形成することができるので、本開示の様々な態様は必ずしも
相互に排他的であるわけではない。
【０００９】
　図１は、ＵＥ（ユーザ機器）のアタッチ要求の転送を例示する。
【００１０】
　ＵＥ１０１が移動通信ネットワークに、詳細には移動通信ネットワークの無線アクセス
ネットワーク（ＲＡＮ）１０２にアタッチ要求を送ると想定される。ＲＡＮ１０２は、例
えばＵＥのサブスクリプション（例えば、ＵＥ型、専用コアネットワークＩＤ（ＤＣＮ－
ＩＤ）、クライアントＩＤ、カスタマＩＤ、テナントＩＤ）のために、しかしながらＵＥ
１０１を引き受けなくてもよい既定共通ＣＰ機能（ＣＣＰＦ、例えば既定ＭＭＥ）１０３
にアタッチ要求を転送する。
【００１１】
　ＵＥ型の例は「マシンタイプ通信（ＭＴＣ）ＵＥ型」、「スマートフォンＵＥ型」など
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である。ＵＥ型は典型的にＵＥのサブスクリプションの一部として記憶される。
【００１２】
　したがって、既定共通ＣＰ機能１０３は、ＵＥ認証及びＮＡＳ（非アクセス層）セキュ
リティ設定を行う（第２の矢印１０６によって例示される）専用共通ＣＰ機能（例えば専
用ＭＭＥ）１０４にアタッチ要求を送信する（第１の矢印１０５によって例示される）。
既定共通ＣＰ機能１０３がＵＥ認証を行った場合には、専用共通ＣＰ機能１０４はＮＡＳ
セキュリティ設定のみを行うことに留意されたい。
【００１３】
　専用ＣＣＰＦ１０４は、第２のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション１０８を介して
認証及びセキュリティ設定（又はユーザプレーンセッション確立などの他の動作）を行う
。
【００１４】
　したがって、専用ＣＣＰＦが既定ＣＣＰＦ１０３によって転送されるアタッチ要求を受
信した後にＵＥ認証及び／又はＮＡＳセキュリティ設定（又は他の動作）を行うことを望
む場合、ＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰ（無線アクセスネットワーク－コアネットワークイ
ンタフェース制御プレーン）セッションをどのように管理するかという問題が発生する。
【００１５】
　ＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション管理は以下を含む。
Ａ：専用ＣＣＰＦとＲＡＮとの間のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション（第２のセッ
ション１０８）を確立すること。
Ｂ：既定ＣＣＰＦとＲＡＮとの間のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション（第１のセッ
ション１０７）を解放すること。
Ｃ：既定ＣＣＰＦとＲＡＮとの間のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション（例えば第１
のセッション１０７）を、それが上記点Ａ及び点Ｂで述べたように確立すること及び解放
することを行うことなくＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション（第２のセッション１０
８）になるように更新すること。
【００１６】
　上記の問題は、例えば図２に例示されるように５Ｇ通信システムで発生することがある
。
【００１７】
　図２は、５Ｇ通信システム２００を図示する。
【００１８】
　通信システム２００は、既定共通ＣＰ機能２０３並びに第１のコアネットワークインス
タンス（ＣＮＩ、ネットワークスライス又はネットワークスライスインスタンスとも称さ
れる）２０５及び第２のコアネットワークインスタンス（ＣＮＩ）２０６に特定の専用共
通ＣＰ機能２０４に接続される５Ｇ　ＲＡＮ２０２と通信することができるＵＥ２０１を
含む。ネットワーク構成に応じて、ＣＮＩの範囲は専用共通ＣＰ機能を包含してもよい。
【００１９】
　コアネットワークインスタンス２０５及び２０６は、ユーザプレーン機能２１０及び（
任意選択で）制御プレーン機能２０９を備える。
【００２０】
　共通ＣＰ機能は、例えば認証機能性、移動管理機能性、共通ＣＰ選択機能（ＣＣＰＳＦ
）及びネットワークスライス選択機能、ＮＡＳシグナリングルート指定機能、（任意選択
で）セッション管理機能を含んでもよい。
【００２１】
　（既定又は専用）共通ＣＰ機能２０３、２０４は、通信システムのコアネットワークに
設けられ、且つＵＥがコアネットワーク（ＣＮ）にアクセスするためのエントリポイント
と考えられる。ＵＥ２０１によって送られる初期アタッチメッセージに充分な情報がない
場合には、既定共通ＣＰ機能２０３が、ＣＮにおける最初のコンタクトポイントと考えら
れる。



(6) JP 6476319 B2 2019.2.27

10

20

30

40

50

【００２２】
　別の例として、ＥＰＣ（進化型パケットコア）状のアーキテクチャを持つ通信システム
３００が図３に例示される。
【００２３】
　図３は、通信システム３００を図示する。
【００２４】
　通信システム３００は、既定ＭＭＥ３０４、第１のサービングゲートウェイ３０５及び
第１のパケットゲートウェイ３０６を備える既定コアネットワーク３０３に、並びに専用
ＭＭＥ３０８、第２のサービングゲートウェイ３０９及び第２のパケットゲートウェイ３
１０を備える専用コアネットワークに接続されるＲＡＮ（例えばＥ－ＵＴＲＡＮ（進化型
ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク））３０２と通信することができるＵＥ３０１を
含む。
【００２５】
　（既定／専用）ＭＭＥ３０４、３０８は、ＵＥ３０１がそれぞれのコアネットワーク３
０３、３０７にアクセスするためのエントリポイントと考えられる。ＵＥ３０１からの初
期アタッチメッセージに充分な情報がない場合には、既定ＭＭＥ３０４が、ＵＥ３０１に
とってのコアネットワーク（全体）における最初のコンタクトポイントと考えられる。
【００２６】
　図４は、ＲＡＮを介するアタッチ要求のルート変更を伴う初期アタッチ手順を例示する
。
【００２７】
　図１と同様に、ＵＥ４０１が移動通信ネットワークに、詳細には移動通信ネットワーク
の無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）４０２にアタッチ要求を送ると想定される。ＲＡ
Ｎ４０２は、例えばＵＥのサブスクリプション（例えば、ＵＥ型、専用コアネットワーク
ＩＤ（ＤＣＮ－ＩＤ）、クライアントＩＤ、カスタマＩＤ、テナントＩＤ）のために、し
かしながらＵＥ４０１を引き受けなくてもよい既定共通ＣＰ機能（既定ＣＣＰＦ、例えば
既定ＭＭＥ）４０３にアタッチ要求を転送する。
【００２８】
　したがって、既定共通ＣＰ機能４０３は、ＵＥ認証及びＮＡＳ（非アクセス層）セキュ
リティ設定を行う（第２の矢印４０６によって例示される）専用共通ＣＰ機能（例えば専
用ＭＭＥ）４０４にアタッチ要求をルート変更する（第１の矢印４０５によって例示され
る）。
【００２９】
　無線アクセスネットワーク４０２は、（ＲＡＮ４０２と既定ＣＣＰＦ４０３との間の）
第１のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション４０７を介して既定共通ＣＰ機能（ＣＣＰ
Ｆ）にアタッチ要求を送信し、そして既定ＣＣＰＦ４０３は、第１のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／
Ｆ　ＣＰセッション４０７、ＲＡＮ及び（ＲＡＮ４０２と専用ＣＣＰＦ４０４との間の）
第２のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション４０８を介してアタッチ要求をルート変更
し、そして専用ＣＣＰＦ４０４は、第２のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション４０８
を介して認証及び／又はＮＡＳセキュリティ設定（又はユーザプレーンセッション確立な
どの他の動作）を行う。
【００３０】
　セッション４０７、４０８は、例えばＳ１ＡＰ（Ｓ１アプリケーションプロトコル）イ
ンタフェースを介して確立される。図４では（及び該当する場合その後の図では）、ＲＡ
Ｎ及びＣＣＰＦのためのＳ１ＡＰマッピングテーブルが図示される。マッピングテーブル
の各エントリは、Ｓ１ＡＰセッションに対応し、そしてそのエンドポイントを識別する。
図４に図示されるＳ１ＡＰマッピングテーブル（及びその後のテーブル）では、第１列（
それぞれＭＭＥ－ＩＤ及びｅＮＢ　ＩＤ）が任意選択的であることが留意されるべきであ
る。その理由は、テーブルの第２及び第３列が、それぞれのＳ１ＡＰセッション（即ちＲ
ＡＮとＣＣＰＦ／ＭＭＥとの間のＣＰセッション）がどのＭＭＥ及びｅＮＢに確立される
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かをいずれにしろ単独で特定するということである。したがって、マッピングテーブルに
おける第１列を有する必要はなくてもよい。
【００３１】
　本明細書で使用されるように、ＲＡＮがＵＥに対して行う制御プレーン通信（制御プレ
ーン、例えばＮＡＳメッセージの転送を含む）が通信セッション、例えばＳ１ＡＰセッシ
ョンを使用してもよいことが留意されるべきである。使用されるセッションは、制御プレ
ーン通信のエンドポイントを変更するために切り替わってもよい。
【００３２】
　ＲＡＮ４０２から第１のセッション４０７を介して既定ＣＣＰＦ４０３へのアタッチ要
求の送信時には、ＲＡＮ４０２におけるＳ１ＡＰマッピングテーブルは第１のＲＡＮテー
ブル状態４０９を有し、そして第１のＣＣＰＦ４０３におけるＳ１ＡＰマッピングテーブ
ルはＣＣＰＦ１テーブル状態４１２を有する。
【００３３】
　ＲＡＮ４０２から第２のセッション４０８を介して専用ＣＣＰＦ４０４へのアタッチ要
求の送信時には、ＲＡＮ４０２におけるＳ１ＡＰマッピングテーブルは第２のＲＡＮテー
ブル状態４１０を有する。
【００３４】
　ＵＥ認証及びＮＡＳセキュリティ設定時には、第２のＣＣＰＦ４０４におけるＳ１ＡＰ
マッピングテーブルはＣＣＰＦ２テーブル状態４１３を有し、そしてＲＡＮ４０２におけ
るＳ１ＡＰマッピングテーブルは第３のＲＡＮテーブル状態４１１を有する。
【００３５】
　図５は、アタッチ手順、即ちＲＡＮを介するアタッチ要求のルート変更を伴う初期アタ
ッチ手順をより詳細に例示するメッセージフロー図５００を図示する。
【００３６】
　メッセージフローは、ＵＥ３０１に対応するＵＥ５０１と、ＵＥ３０１に応対するｅＮ
Ｂに対応するｅＮＢ５０２と、既定ＣＣＰＦ３０４に対応する既定ＭＭＥ５０３と、専用
ＣＣＰＦ３０８に対応する専用ＭＭＥ５０４と、ＳＧＷ３０９又はＰＧＷ３１０に対応す
る専用ＳＧＷ又はパケットデータゲートウェイＰＧＷ５０５と、コアネットワーク３０３
、３０７及びＲＡＮ３０２を備える通信ネットワークのＨＳＳ５０６との間で起こる。
【００３７】
　ステップ５０７で、ＵＥ５０１は、ｅＮＢ５０２にアタッチ要求を送る。
【００３８】
　ステップ５０８で、ｅＮＢ５０２は、既定ＭＭＥ５０３にアタッチ要求を転送する。
【００３９】
　ステップ５０９で、既定ＭＭＥ５０３は、ＨＳＳ５０６に認証情報要求を送る。しかし
ながら、実際の認証は行われず、認証情報要求は、ＨＳＳ５０６からＵＥのサブスクリプ
ションプロファイルを得る役目をするのみである。このプロファイルは、例えば、ＵＥ使
用型（即ち上記したＵＥ型）又は専用コアネットワークＩＤ、企業ＩＤ、クライアントＩ
Ｄ、テナントＩＤ、カスタマＩＤを含むが、これらに限定されない。
【００４０】
　ステップ５１０で、ＨＳＳは、既定ＭＭＥ５０３に認証情報応答（例えば、ＵＥ使用型
、専用コアネットワークＩＤ、企業ＩＤ、クライアントＩＤ、テナントＩＤ、カスタマＩ
Ｄを含む）を送る。
【００４１】
　ステップ５１１で、既定ＭＭＥ５０３は、例えば、ＵＥ使用型、専用コアネットワーク
ＩＤ、企業ＩＤ、クライアントＩＤ、テナントＩＤ、カスタマＩＤに基づいてＭＭＥ選択
を行う。そのような選択は、既定ＭＭＥ５０３で利用可能な事前構成を使用することによ
ってか、ドメインネームサーバを通じてかで行われることができる。既定ＭＭＥ５０３は
、次いでステップ５１２で、ＮＡＳアタッチ要求及びルート変更パラメータ（例えばルー
ト変更対象を識別するＭＭＥグループ識別子ＭＭＥＧＩ）を含んでもよいｅＮＢ５０２へ
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のＮＡＳメッセージルート変更要求を送る。
【００４２】
　ステップ５１３で、ｅＮＢ５０２は、ＮＡＳアタッチメッセージ及びＭＭＥＧＩを含ん
でもよい専用ＭＭＥ５０４への初期ＵＥアタッチ要求メッセージを送る。
【００４３】
　ステップ５１４で、専用ＭＭＥ５０４は、ＵＥ（ＨＳＳ５０６を伴う）と認証もＮＡＳ
セキュリティ設定も行う。ＮＡＳセキュリティ設定は、専用ＭＭＥとＵＥとの間のセキュ
アな通信のために使用されることになるキー（認証キー以外）のネゴシエーションを含む
。
【００４４】
　ステップ５１５で、専用ＭＭＥ５０４は、認証及びＮＡＳセキュリティ設定に関連した
ＵＥコンテキストを記憶し、そしてＵＥ５０１に対してＧＵＴＩ（グローバル一意一時識
別子）割当てを行う。
【００４５】
　ステップ５１６で、専用ＭＭＥ５０４は、ＳＧＷ／ＰＧＷ５０５にセッション作成要求
を送り、ステップ５１７で応答される。
【００４６】
　ステップ５１８で、専用ＭＭＥ５０４は、ｅＮＢ５０２にアタッチ承認メッセージ（Ｇ
ＵＴＩを含む）を送り、そしてアタッチ手順の更なる部分が次いで続いてもよいが、ここ
では記載されない。
【００４７】
　図４及び図５に例示される手法がＲＡＮ４０２を介するアタッチメッセージのリダイレ
クションシグナリングによるシグナリング及び遅延をもたらすことが留意されるべきであ
る。
【００４８】
　図６は、既定ＣＣＰＦから専用ＣＣＰＦへのアタッチ要求の直接転送を伴う初期アタッ
チ手順を例示する。
【００４９】
　図４と同様に、ＵＥ６０１が移動通信ネットワークに、詳細には移動通信ネットワーク
の無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）６０２にアタッチ要求を送ると想定される。ＲＡ
Ｎ６０２は、既定共通ＣＰ機能（例えば既定ＭＭＥ）６０３にアタッチ要求を転送する。
【００５０】
　既定ＣＣＰＦ６０３は、この例ではＵＥ認証及びＮＡＳセキュリティ設定を行う（第１
の矢印６０５によって例示される）。
【００５１】
　しかしながら、既定ＣＣＰＦ６０３は、例えばＵＥのサブスクリプション（例えば、Ｕ
Ｅ型、専用コアネットワークＩＤ（ＤＣＮ－ＩＤ）、クライアントＩＤ、カスタマＩＤ、
テナントＩＤ）のために、ＵＥ６０１を引き受けなくてもよい。
【００５２】
　したがって、既定共通ＣＰ機能６０３は、専用共通ＣＰ機能（例えば専用ＭＭＥ）６０
４にアタッチ要求を直接送る（第２の矢印６０６によって例示される）。
【００５３】
　専用ＣＣＰＦ６０４は、ＵＥ６０１への転送のために、既定ＣＣＰＦ６０３に、ＵＥ６
０１に対するＧＵＴＩ（グローバル一意一時識別子）を含む応答、即ち「アタッチ転送応
答」を送る（第３の矢印６０７によって例示される）。既定ＣＣＰＦ６０３は、ＵＥ６０
１にアタッチ応答（即ちアタッチ承認）を転送する（第４の矢印６０８によって例示され
る）。
【００５４】
　無線アクセスネットワーク６０２と既定共通ＣＰ機能（ＣＣＰＦ）との間の通信は、第
１のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション６０９を介して行われる。
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【００５５】
　ＵＥ６０１へのアタッチ承認の送信後に、第２のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッショ
ン６１０が、例えばＵＥ６０１に対してユーザプレーン通信セッションを設定するために
ＲＡＮ６０２と専用ＣＣＰＦ６０４との間に確立される。
【００５６】
　セッション６０９、６１０は、例えばＳ１ＡＰ（Ｓ１アプリケーションプロトコル）イ
ンタフェースを介して確立される。
【００５７】
　ＲＡＮ６０２から第１のセッション６０９を介して既定ＣＣＰＦ６０３へのアタッチ要
求の送信時には、ＲＡＮ６０２におけるＳ１ＡＰマッピングテーブルは第１のＲＡＮテー
ブル状態６１１を有し、そして第１のＣＣＰＦ６０３におけるＳ１ＡＰマッピングテーブ
ルは第１のＣＣＰＦ１テーブル状態６１３を有する。
【００５８】
　認証及びＮＡＳセキュリティ設定時には、ＲＡＮ６０２におけるＳ１ＡＰマッピングテ
ーブルは第２のＲＡＮテーブル状態６１２を有し、そして第１のＣＣＰＦ６０３における
Ｓ１ＡＰマッピングテーブルは第２のＣＣＰＦ１テーブル状態６１４を有する。
【００５９】
　既定ＣＣＰＦ６０３から専用ＣＣＰＦ６０４へのアタッチ要求の転送時には、第２のＣ
ＣＰＦ６０４（例えば、専用ＣＣＰＦ）はＣＣＰＦ２テーブル状態６１５を有する。
【００６０】
　以下では、図７を参照しつつ、既定ＣＣＰＦから転送されるアタッチ要求を受信した直
後にＲＡＮと専用ＣＣＰＦとの間に直接Ｓ１ＡＰセッションを設定することを含む実施形
態が記載される。
【００６１】
　図７は、初期アタッチ手順を例示する。
【００６２】
　図４と同様に、ＵＥ７０１が移動通信ネットワークに、詳細には移動通信ネットワーク
の無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）７０２にアタッチ要求を送ると想定される。ＲＡ
Ｎ７０２は、既定共通ＣＰ機能（例えば既定ＭＭＥ）７０３にアタッチ要求を転送する。
【００６３】
　無線アクセスネットワーク７０２と既定共通ＣＰ機能（ＣＣＰＦ）７０３との間の通信
は、第１のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション７０９を介して行われる。
【００６４】
　しかしながら、既定ＣＣＰＦ７０３は、例えばＵＥのサブスクリプション（例えば、Ｕ
Ｅ型、専用コアネットワークＩＤ（ＤＣＮ－ＩＤ）、クライアントＩＤ、カスタマＩＤ、
テナントＩＤ）のために、ＵＥ７０１を引き受けなくてもよい。
【００６５】
　したがって、既定共通ＣＰ機能７０３は、専用共通ＣＰ機能（例えば専用ＭＭＥ）７０
４にアタッチ要求を直接送る（第１の矢印７０５によって例示される）。既定共通ＣＰ機
能７０３は、このシグナリングに第１のセッション７０９についての情報を含める（例え
ば、第１のエンドポイントが無線アクセスネットワークであると示す）。
【００６６】
　専用ＣＣＰＦ７０４は、次いで第１のセッション７０９についての情報（例えば、第１
のエンドポイントが無線アクセスネットワークであると示す）並びに専用ＣＣＰＦ７０４
の識別、例えば専用ＣＣＰＦ　ＩＤ（専用ＭＭＥ　ＩＤ）及び／又は専用ＣＣＰＦへの制
御プレーン通信の第２のエンドポイントを含むＲＡＮ７０２へのＳ１ＡＰ応答を送る（第
２の矢印７０６によって例示される）。
【００６７】
　結果として、第２のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション７１０がＲＡＮ７０２と専
用ＣＣＰＦとの間に確立される。
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【００６８】
　専用ＣＣＰＦ７０４は、次いで第２のセッション７１０を通じてＵＥ７０１の認証及び
ＵＥ７０１に対するＮＡＳセキュリティ設定を行い、そしてＵＥ７０１にアタッチ承認（
ＵＥのＧＵＴＩを示す）を送る（第３の矢印７０７によって例示される）。ＲＡＮ７０２
へのＳ１ＡＰ応答で、このＳ１ＡＰ応答がＵＥ７０１の認証を行うために使用されるＮＡ
Ｓメッセージを含んでもよいことが留意されることになる。言い換えると、このＳ１ＡＰ
応答は、排他的にＳ１ＡＰプロトコルのための応答である必要はなく、ＵＥ７０１の認証
の様な他の使用のための別のＮＡＳメッセージをピギーバックすることができる。
【００６９】
　追加的に、専用ＣＣＰＦ７０４は、既定ＣＣＰＦ７０３にアタッチ要求の転送に対する
応答を送る（第４の矢印７０８によって例示される）。
【００７０】
　更なる動作、例えばＵＥ７０１に対してユーザプレーン通信セッションを設定すること
が、第２のセッション７１０を介して行われてもよい。
【００７１】
　セッション７０９、７１０は、例えばＳ１ＡＰ（Ｓ１アプリケーションプロトコル）イ
ンタフェースを介して確立される。
【００７２】
　ＲＡＮ７０２から第１のセッション７０９を介して既定ＣＣＰＦ７０３へのアタッチ要
求の送信時には、ＲＡＮ７０２におけるＳ１ＡＰマッピングテーブルは第１のＲＡＮテー
ブル状態７１１を有し、そして第１のＣＣＰＦ７０３におけるＳ１ＡＰマッピングテーブ
ルは第１のＣＣＰＦ１テーブル状態７１３を有する。
【００７３】
　既定ＣＣＰＦ７０３から専用ＣＣＰＦ７０４へのアタッチ要求の転送時には、第２のＣ
ＣＰＦ７０４におけるＳ１ＡＰマッピングテーブルは第１のＣＣＰＦ２テーブル状態７１
４を有する。
【００７４】
　ＲＡＮ７０２へのＳ１ＡＰ応答の送信時には、第２のＣＣＰＦ７０４におけるＳ１ＡＰ
マッピングテーブルは第２のＣＣＰＦ２テーブル状態７１５を有し、そしてＲＡＮ７０２
によるＳ１ＡＰ応答の受信に反応して、ＲＡＮ７０２におけるＳ１ＡＰマッピングテーブ
ルは第２のＲＡＮテーブル状態７１２に変化する。
【００７５】
　既定ＣＣＰＦ７０３が専用ＣＣＰＦから応答（例えば、アタッチ転送応答）を受信する
と、第１のＣＣＰＦ７０３（既定ＣＣＰＦ）におけるＵＥコンテキストは、次いでＵＥ７
０１に対して削除される。
【００７６】
　既定ＣＣＰＦ７０３はアタッチ要求の転送を利用して、専用ＣＣＰＦ７０４（例えば専
用ＭＭＥ）に第１のセッション７０９についての情報を伝達して、専用ＣＣＰＦ７０４が
新たなセッションを作成することなく現存のＳ１ＡＰセッション７０９を（第２のセッシ
ョン７１０として）再使用するようにする。
【００７７】
　専用ＣＣＰＦ７０４からＲＡＮ７０２への第１のセッションの情報及び専用ＣＣＰＦ７
０４の識別の送信は、新たに導入されるシグナリング（例えば新たに定義されるメッセー
ジ）を介して又は現存のＳ１ＡＰメッセージを使用して行われて、ＲＡＮ７０２が新たな
ＣＣＰＦ（例えばＭＭＥ）コンタクトポイントで第１のセッション７０９を更新すること
を可能にしてもよい。
【００７８】
　ＵＥ認証及び／又はＮＡＳセキュリティ設定が専用ＣＣＰＦ７０４からＲＡＮ７０２へ
の第１のセッションの情報及び専用ＣＣＰＦ７０４の識別の送信前になされることができ
ることが留意されるべきである。
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【００７９】
　図８は、別の例に係る初期アタッチ手順を例示する。
【００８０】
　図７と同様に、ＵＥ８０１が移動通信ネットワークに、詳細には移動通信ネットワーク
の無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）８０２にアタッチ要求を送ると想定される。ＲＡ
Ｎ８０２は、既定共通ＣＰ機能（例えば既定ＭＭＥ）８０３にアタッチ要求を転送する。
【００８１】
　無線アクセスネットワーク８０２と既定共通ＣＰ機能（ＣＣＰＦ）との間の通信は、第
１のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション８１０を介して行われる。
【００８２】
　この例では、既定ＣＣＰＦが、ＵＥ８０１に対する認証及びＮＡＳセキュリティ設定を
行う（第１の矢印８０５によって例示される）。
【００８３】
　しかしながら、既定ＣＣＰＦ８０３は、例えばＵＥのサブスクリプション（例えば、Ｕ
Ｅ型、専用コアネットワークＩＤ（ＤＣＮ－ＩＤ）、クライアントＩＤ、カスタマＩＤ、
テナントＩＤ）のために、ＵＥ８０１を引き受けなくてもよい。
【００８４】
　したがって、既定共通ＣＰ機能８０３は、専用共通ＣＰ機能（例えば専用ＭＭＥ）８０
４にアタッチ要求を直接送る（第２の矢印８０６によって例示される）。既定共通ＣＰ機
能８０３は、このシグナリングに第１のセッション８１０についての情報を含める。
【００８５】
　専用ＣＣＰＦ８０４は、次いで第１のセッション８１０についての情報を含むＲＡＮ８
０２へのＳ１ＡＰ修正要求を送る（第３の矢印８０７によって例示される）。
【００８６】
　結果として、第２のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション８１１がＲＡＮ８０２と専
用ＣＣＰＦとの間に確立される。
【００８７】
　専用ＣＣＰＦ８０４は、次いで第２のセッション８１１を通じてＵＥ８０１にアタッチ
承認（ＵＥのＧＵＴＩを示す）を送る（第４の矢印８０８によって例示される）。
【００８８】
　追加的に、専用ＣＣＰＦ８０４は、既定ＣＣＰＦ８０３にアタッチ要求の転送に対する
応答を送る（第５の矢印８０９によって例示される）。
【００８９】
　更なる動作、例えばＵＥ８０１に対して（例えば別のＵＥに）ユーザプレーン通信セッ
ションを設定することが、第２のセッション８１１を介して行われてもよい。
【００９０】
　セッション８１０、８１１は、例えばＳ１ＡＰ（Ｓ１アプリケーションプロトコル）イ
ンタフェースを介して確立される。
【００９１】
　ＲＡＮ８０２から第１のセッション８１０を介して既定ＣＣＰＦ８０３へのアタッチ要
求の送信時には、ＲＡＮ８０２におけるＳ１ＡＰマッピングテーブルは第１のＲＡＮテー
ブル状態８１２を有し、そして第１のＣＣＰＦ８０３におけるＳ１ＡＰマッピングテーブ
ルは第１のＣＣＰＦ１テーブル状態８１５を有する。
【００９２】
　認証及びＮＡＳセキュリティ設定時には、ＲＡＮ８０２におけるＳ１ＡＰマッピングテ
ーブルは第２のＲＡＮテーブル状態８１３を有し、そして第１のＣＣＰＦ８０３における
Ｓ１ＡＰマッピングテーブルは第２のＣＣＰＦ１テーブル状態８１６を有する。
【００９３】
　既定ＣＣＰＦ８０３から専用ＣＣＰＦ８０４へのアタッチ要求の転送時には、第２のＣ
ＣＰＦ８０４におけるＳ１ＡＰマッピングテーブルは第１のＣＣＰＦ２テーブル状態８１
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７を有する。
【００９４】
　ＲＡＮ８０２によるＳ１ＡＰ修正要求の受信に反応して、ＲＡＮ８０２におけるＳ１Ａ
Ｐマッピングテーブルは第３のＲＡＮテーブル状態８１４に変化し、そして第２のＣＣＰ
Ｆ８０４におけるＳ１ＡＰマッピングテーブルは第２のＣＣＰＦ２テーブル状態８１８を
有する。
【００９５】
　既定ＣＣＰＦ８０３はアタッチ要求の転送を利用して、専用ＣＣＰＦ８０４（例えば専
用ＭＭＥ）に第１のセッション８１０についての情報を伝達して、専用ＣＣＰＦ８０４が
新たなセッションを作成することなく現存のＳ１ＡＰセッション８１０を（第２のセッシ
ョン８１１として）再使用するようにする。
【００９６】
　専用ＣＣＰＦ８０４からＲＡＮ８０２への第１のセッションの情報及び専用ＣＣＰＦ８
０４の識別の送信は、ＲＡＮ８０２が新たなＣＣＰＦ（例えばＭＭＥ）コンタクトポイン
トで第１のセッション８１０を更新することを可能にする。
【００９７】
　専用ＣＣＰＦ８０４からＲＡＮ８０２への第１のセッションの情報及び専用ＣＣＰＦ８
０４の識別の送信は、新たに導入されるシグナリング（例えば新たに定義されるメッセー
ジ）を介して又は現存のＳ１ＡＰメッセージを使用して行われて、ＲＡＮ８０２が新たな
ＣＣＰＦ（例えばＭＭＥ）コンタクトポイントで第１のセッション８１０を更新すること
を可能にしてもよい。
【００９８】
　ＵＥ認証及び／又はＮＡＳセキュリティ設定が専用ＣＣＰＦ８０４からＲＡＮ８０２へ
の第１のセッションの情報及び専用ＣＣＰＦ８０４の識別の送信前になされることができ
ることが留意されるべきである。これは、更新の異なる順序に帰着してもよい。
【００９９】
　図９は、更なる例に係る初期アタッチ手順を例示する。
【０１００】
　図７と同様に、ＵＥ９０１が移動通信ネットワークに、詳細には移動通信ネットワーク
の無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）９０２にアタッチ要求を送ると想定される。ＲＡ
Ｎ９０２は、既定共通ＣＰ機能（例えば既定ＭＭＥ）９０３にアタッチ要求を転送する。
【０１０１】
　無線アクセスネットワーク９０２と既定共通ＣＰ機能（ＣＣＰＦ）との間の通信は、第
１のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション９１１を介して行われる。
【０１０２】
　この例では、既定ＣＣＰＦが、ＵＥ９０１に対する認証及びＮＡＳセキュリティ設定を
行う（第１の矢印９０５によって例示される）。
【０１０３】
　しかしながら、既定ＣＣＰＦ９０３は、例えばＵＥのサブスクリプション（例えば、Ｕ
Ｅ型、専用コアネットワークＩＤ（ＤＣＮ－ＩＤ）、クライアントＩＤ、カスタマＩＤ、
テナントＩＤ）のために、ＵＥ９０１を引き受けなくてもよい。
【０１０４】
　したがって、既定共通ＣＰ機能９０３は、専用共通ＣＰ機能（例えば専用ＭＭＥ）９０
４にアタッチ要求を直接送る（第２の矢印９０６によって例示される）。既定共通ＣＰ機
能９０３は、このシグナリングにＵＥの認証及びＮＡＳセキュリティコンテキストについ
ての情報を含めてもよい。
【０１０５】
　専用ＣＣＰＦ９０４は、アタッチ要求メッセージの転送に応答し（第３の矢印９０７に
よって例示される）、ここでは応答はＵＥ９０１のＧＵＴＩを含む。
【０１０６】
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　既定ＣＣＰＦ９０３は、次いでＵＥ９０１にＲＡＮ９０２を介してＧＵＴＩを含むアタ
ッチ承認を送信する（第４の矢印９０８によって例示される）。既定ＣＣＰＦ９０３から
のＮＡＳアタッチ承認をピギーバックするために使用される既定ＣＣＰＦ９０３からのＳ
１ＡＰメッセージをＲＡＮ９０２が受信すると、このＳ１ＡＰメッセージは、既定ＣＣＰ
Ｆ９０３のエンドポイントに以前設定されていたＣＮ側での第１のセッション９１１のエ
ンドポイントの、専用ＣＣＰＦ９０４のエンドポイントへの変更についてＲＡＮ９０２に
指示する情報を含む。そのような指示は幾つかの手法によってなされることができ、例え
ば、１）Ｓ１ＡＰメッセージが専用ＣＣＰＦ９０４の新たなＣＮ側エンドポイント及び専
用ＣＣＰＦの識別情報を単に含む、２）Ｓ１ＡＰメッセージが既定ＣＣＰＦ９０３の古い
エンドポイントを依然含むが、第１のセッション９１１のＣＮ側エンドポイントの変更に
ついて指示する新たなパラメータがある。第２の手法の場合、Ｓ１ＡＰメッセージは、現
存のＳ１ＡＰロトコルメッセージ型又は新たなＳ１ＡＰロトコルメッセージ型でもよい。
【０１０７】
　ＲＡＮ９０２は、次いで第１のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション９１１を解放し
（第６の矢印９１０によって例示される）、そして第２のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセ
ッション９１２を設定した（第７の矢印９２０によって例示される）。
【０１０８】
　ＵＥ９０１及び専用ＣＣＰＦ９０４は、次いでＮＡＳメッセージ、例えばサービス要求
及びサービス応答を交換してもよい（第５の矢印９０９によって例示される）。
【０１０９】
　セッション９１１、９１２は、例えばＳ１ＡＰ（Ｓ１アプリケーションプロトコル）イ
ンタフェースを介して確立される。
【０１１０】
　ＲＡＮ９０２から第１のセッション９１１を介して既定ＣＣＰＦ９０３へのアタッチ要
求の送信時には、ＲＡＮ９０２におけるＳ１ＡＰマッピングテーブルは第１のＲＡＮテー
ブル状態９１３を有し、そして第１のＣＣＰＦ９０３におけるＳ１ＡＰマッピングテーブ
ルは第１のＣＣＰＦ１テーブル状態９１６を有する。
【０１１１】
　ＵＥ認証及びＮＡＳセキュリティ設定を行った後には、ＲＡＮ９０２におけるＳ１ＡＰ
マッピングテーブルは第２のＲＡＮテーブル状態９１４を有し、そして第１のＣＣＰＦ９
０３におけるＳ１ＡＰマッピングテーブルは第２のＣＣＰＦ１テーブル状態９１７を有す
る。
【０１１２】
　既定ＣＣＰＦ９０３から専用ＣＣＰＦ９０４へのアタッチ要求の転送時には、第２のＣ
ＣＰＦ９０４におけるＳ１ＡＰマッピングテーブルは第１のＣＣＰＦ２テーブル状態９１
８を有する。
【０１１３】
　ＲＡＮが次いで第１のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション９１１を解放し（第６の
矢印９１０によって例示される）、そして第２のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション
９１２を設定した（第７の矢印９２０によって例示される）時には、ＲＡＮ９０２におけ
るＳ１ＡＰマッピングテーブルは第３のＲＡＮテーブル状態９１５を有し、そして第２の
ＣＣＰＦ９０４におけるＳ１ＡＰマッピングテーブルは第２のＣＣＰＦ２テーブル状態９
１９を有する。
【０１１４】
　図１０は、更なる第２の例に係る初期アタッチ手順を例示する。
【０１１５】
　図７と同様に、ＵＥ１００１が移動通信ネットワークに、詳細には移動通信ネットワー
クの無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１００２にアタッチ要求を送ると想定される。
ＲＡＮ１００２は、既定共通ＣＰ機能（例えば既定ＭＭＥ）１００３にアタッチ要求を転
送する。
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【０１１６】
　無線アクセスネットワーク１００２と既定共通ＣＰ機能（ＣＣＰＦ）との間の通信は、
第１のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション１０１１を介して行われる。
【０１１７】
　この例では、既定ＣＣＰＦが、ＵＥ１００１に対する認証及びＮＡＳセキュリティ設定
を行う（第１の矢印１００５によって例示される）。
【０１１８】
　しかしながら、既定ＣＣＰＦ１００３は、例えばＵＥのサブスクリプション（例えば、
ＵＥ型、専用コアネットワークＩＤ（ＤＣＮ－ＩＤ）、クライアントＩＤ、カスタマＩＤ
、テナントＩＤ）のために、ＵＥ１００１を引き受けなくてもよい。
【０１１９】
　したがって、既定共通ＣＰ機能１００３は、専用共通ＣＰ機能（例えば専用ＭＭＥ）１
００４にアタッチ要求を直接送る（第２の矢印１００６によって例示される）。既定共通
ＣＰ機能１００３は、このシグナリングにＵＥの認証及びＮＡＳセキュリティコンテキス
トについての情報を含めてもよい。
【０１２０】
　専用ＣＣＰＦ１００４は、アタッチ要求メッセージの転送に応答し（第３の矢印１００
７によって例示される）、ここでは応答はＵＥ１００１のＧＵＴＩを含む。
【０１２１】
　既定ＣＣＰＦ１００３は、次いでＵＥ１００１にＲＡＮ１００２を介してＧＵＴＩを含
むアタッチ承認を送信する（第４の矢印１００８によって例示される）。
【０１２２】
　ＵＥ１００１及び専用ＣＣＰＦ１００４は、次いでＮＡＳメッセージ、例えばサービス
要求及びサービス応答を交換してもよい（第５の矢印１００９によって例示される）。サ
ービス要求を送るとき、ＵＥ１００１はＲＡＮ１００２にＲＲＣレイヤメッセージでＧＵ
ＴＩを送って、ＲＡＮが専用ＣＣＰＦ１００４にＮＡＳメッセージ（例えばサービス応答
）をルート指定するようにする。
【０１２３】
　ＲＡＮ１００２は、次いで第１のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション１０１１を解
放し（第６の矢印１０１０によって例示される）、そして第２のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　
ＣＰセッション１０１２を設定した。第２のＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション１０
１２を設定する場合、それは、現存のＳ１ＡＰシグナリングメッセージを使用してＮＡＳ
サービス要求を伝達する（第５の矢印１００９によって例示される）か（任意選択で）明
示的なＳ１ＡＰシグナリングを使用して（第７の矢印１０２０によって例示される）かで
なされることができる。
【０１２４】
　セッション１０１１、１０１２は、例えばＳ１ＡＰ（Ｓ１アプリケーションプロトコル
）インタフェースを介して確立される。
【０１２５】
　ＲＡＮ１００２から第１のセッション１０１１を介して既定ＣＣＰＦ１００３へのアタ
ッチ要求の送信時には、ＲＡＮ１００２におけるＳ１ＡＰマッピングテーブルは第１のＲ
ＡＮテーブル状態１０１３を有し、そして第１のＣＣＰＦ１００３におけるＳ１ＡＰマッ
ピングテーブルは第１のＣＣＰＦ１テーブル状態１０１６を有する。
【０１２６】
　ＵＥ認証及びＮＡＳセキュリティ設定を行った後には、ＲＡＮ１００２におけるＳ１Ａ
Ｐマッピングテーブルは第２のＲＡＮテーブル状態１０１４を有し、そして第１のＣＣＰ
Ｆ１００３におけるＳ１ＡＰマッピングテーブルは第２のＣＣＰＦ１テーブル状態１０１
７を有する。
【０１２７】
　既定ＣＣＰＦ１００３から専用ＣＣＰＦ１００４へのアタッチ要求の転送時には、第２
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のＣＣＰＦ１００４におけるＳ１ＡＰマッピングテーブルは第１のＣＣＰＦ２テーブル状
態１０１８を有する。
【０１２８】
　ＵＥによって専用ＣＣＰＦに送られるサービス要求の送信時には、ＲＡＮ１００２にお
けるＳ１ＡＰマッピングテーブルは第３のＲＡＮテーブル状態１０１５を有し、そして第
２のＣＣＰＦ１００４におけるＳ１ＡＰマッピングテーブルは第２のＣＣＰＦ２テーブル
状態１０１９を有する。代替的に、２つのエントリ（第１のセッション１０１１に対する
１つ（第１行）及び第２のセッション１０１２の１つ（第２行））を含む第３のＲＡＮテ
ーブル状態１０１５の代わりに、図７の例の第２のＲＡＮテーブル状態７１２の様に単一
のエントリのみがあってもよいことが留意されるべきである。図７の例のこの第２のＲＡ
Ｎテーブル状態７１２が適用されれば、第２のＣＣＰＦ１００４におけるＳ１ＡＰマッピ
ングテーブルは、図７の例の第２のＣＣＰＦ２テーブル状態７１５も有することになる。
【０１２９】
　図１１は、図７の手法に基づく初期アタッチ手順をより詳細に例示するメッセージフロ
ー図１１００を図示する。
【０１３０】
　メッセージフローは、ＵＥ３０１に対応するＵＥ１１０１と、ＵＥ３０１に応対するｅ
ＮＢに対応するｅＮＢ１１０２と、既定ＣＣＰＦ３０４に対応する既定ＭＭＥ１１０３と
、専用ＣＣＰＦ３０８に対応する専用ＭＭＥ１１０４と、ＳＧＷ３０９又はＰＧＷ３１０
に対応する専用ＳＧＷ又はパケットデータゲートウェイＰＧＷ１１０５との間で起こる。
【０１３１】
　ステップ１１０７で、ＵＥ１１０１は、ｅＮＢ１１０２にアタッチ要求を送る。
【０１３２】
　ステップ１１０８で、ｅＮＢ１１０２は、既定ＭＭＥ１１０３にアタッチ要求を転送す
る。
【０１３３】
　ステップ１１０９で、既定ＭＭＥ１１０３は、専用ＭＭＥ１１０４にアタッチ要求を転
送する。これは、基地局１１０２の識別（ｅＮＢ－ＩＤ）及び基地局１１０２と既定ＭＭ
Ｅ１１０３との間の通信セッションについての情報（例えば識別子ｅＮＢ－ＵＥ－Ｓ１Ａ
Ｐ＃１）を含んでもよい。
【０１３４】
　ステップ１１１０で、専用ＭＭＥ１１０４は、基地局１１０２にＳ１ＡＰ設定修正要求
（又はＳ１ＡＰ応答）を送る。これは、基地局１１０２と既定ＭＭＥ１１０３との間の通
信セッションについての情報（ｅＮＢ－ＵＥ－Ｓ１ＡＰ＃１）及び通信セッションの新た
なエンドポイントについての情報（例えば識別子ＭＭＥ２－ＵＥ－Ｓ１ＡＰ＃１）を含む
。
【０１３５】
　ステップ１１１１で、Ｓ１ＡＰ設定修正要求の受信に応答して、基地局は、Ｓ１ＡＰマ
ッピングテーブルを更新する、即ちｅＮＢ－ＵＥ－Ｓ１ＡＰ＃１（セション識別子として
見られることができる）のためのエンドポイントを既定ＭＭＥ１１０３から専用ＭＭＥ１
１０４へ変更する。
【０１３６】
　ステップ１１１２で、基地局１１０２は、（任意選択で）専用ＭＭＥ１１０４にＳ１Ａ
Ｐ設定修正応答を送る。
【０１３７】
　ステップ１１１３で、専用ＭＭＥ１１０４は、ＵＥ１１０１（例えばコアネットワーク
３０３、３０７及びＲＡＮ３０２を備える通信ネットワークのＨＳＳを伴う）と認証及び
ＮＡＳセキュリティ設定を行う。ＮＡＳセキュリティ設定は、専用ＭＭＥとＵＥとの間の
セキュアな通信のために使用されることになるキー（認証キー以外）のネゴシエーション
を含む。
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【０１３８】
　ステップ１１１３で行われる、専用ＭＭＥからＮＡＳ　ＵＥ認証要求を伝達するために
ステップ１１１０が使用されることができることが留意されるものとする。
【０１３９】
　ステップ１１１４で、専用ＭＭＥ１１０４は、既定ＭＭＥ１１０３にアタッチ転送応答
を送る。これは、基地局１１０２の識別（ｅＮＢ－ＩＤ）及び基地局１１０２と既定ＭＭ
Ｅ１１０３との間の通信セッションについての情報（例えば識別子ｅＮＢ－ＵＥ－Ｓ１Ａ
Ｐ＃１）を含んでもよい。
【０１４０】
　ステップ１１１５で、既定ＭＭＥ１１０３は、ＵＥ１１０１に対してＳ１ＡＰマッピン
グテーブルを削除する。
【０１４１】
　ステップ１１１６で、専用ＭＭＥ１１０４は、ＳＧＷ／ＰＧＷ１１０５にセッション作
成要求を送り、ステップ１１１７で応答される。
【０１４２】
　ステップ１１１８で、専用ＭＭＥ１１０４は、ｅＮＢ１１０２にアタッチ承認メッセー
ジ（ＧＵＴＩを含む）を送り、そしてアタッチ手順の更なる部分が次いで続いてもよいが
、ここでは記載されない。
【０１４３】
　要約すると、様々な実施形態によれば、移動無線通信ネットワークに移動端末の接続を
確立するための方法が、図１２に例示されるように提供される。
【０１４４】
　図１２は、フロー図１２００を図示する。
【０１４５】
　ステップ１２０１で、移動無線通信ネットワークの無線アクセスネットワークが、移動
端末から接続要求を受信する。
【０１４６】
　ステップ１２０２で、無線アクセスネットワークは、無線アクセスネットワークを第１
のエンドポイントとして有し且つ任意選択で移動無線通信ネットワークの第１の共通制御
プレーン機能を第２のエンドポイントとして有する制御プレーン通信を確立する。
【０１４７】
　ステップ１２０３で、無線アクセスネットワークは、制御プレーン通信を介して第１の
共通制御プレーン機能にＵＥの接続要求を転送する。
【０１４８】
　ステップ１２０４で、無線アクセスネットワークは、制御プレーン通信の第２のエンド
ポイントが第２の共通制御プレーン機能に設定されるべきであることを示すメッセージを
受信する。このメッセージは、第１の共通制御プレーン機能によって（例えば制御プレー
ン通信を介して）、又は第２の共通制御プレーン機能によって若しくはＵＥによって送ら
れることができる。
【０１４９】
　ステップ１２０５で、無線アクセスネットワークは、制御プレーン通信の第２のエンド
ポイントを第２の共通制御プレーン機能に設定する。
【０１５０】
　様々な実施形態によれば、言い換えると、移動無線通信ネットワーク（例えば５Ｇ通信
ネットワーク又はＬＴＥ通信ネットワーク）の無線アクセスネットワークは、移動端末（
即ちＵＥ）から送られる制御プレーンメッセージの宛先の変更を通知される（又は変更を
するように要求される）。制御プレーン通信の第２のエンドポイントが第２の共通制御プ
レーン機能に設定されるべきであることを示すメッセージは、例えば、ＲＡＮとＣＮとの
間の制御プレーンインタフェースを通じて交換される制御プレーンメッセージ（例えば、
進化型パケットシステム（ＥＰＳ）でのＳ１ＡＰメッセージ）、又はＲＡＮとＵＥとの間
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の制御プレーンインタフェースを通じて交換される制御プレーンメッセージ（例えば、Ｒ
ＲＣ（無線リソース制御）レイヤメッセージ）である。
【０１５１】
　例えば、初期アタッチ手順の間、専用共通ＣＰ機能（例えば専用ＭＭＥ）は、次いで既
定共通ＣＰ機能（例えば既定ＭＭＥ）から転送されるアタッチ要求を受信した後にＲＡＮ
と直接通信してもよい。ＲＡＮは、例えばＵＥによって専用共通制御プレーン機能に送ら
れる以降の（例えばＮＡＳ）メッセージを転送することができる。
【０１５２】
　例えば、新たなエンドポイント（専用共通制御プレーン機能）で現存のＵＥのＲＡＮ－
ＣＮ　ＣＰセッション（Ｓ１ＡＰ）を更新するために、シグナリングが導入されてもよい
。
【０１５３】
　ＲＡＮは、したがって新たなものを作成することなく現存のＲＡＮ／ＣＮ　ＣＰ　Ｉ／
Ｆセッションを更新してもよく、そして専用共通ＣＰ機能は、それが既定共通ＣＰ機能か
ら転送されるＵＥアタッチ要求を得るとＲＡＮと直接通信してもよい。
【０１５４】
　制御プレーン通信は、例えば無線アクセスネットワーク－コアネットワークインタフェ
ースを通じる、例えばＳ１ＡＰに基づく通信である。
【０１５５】
　共通制御プレーン機能における用語「共通」は、制御プレーン機能が複数のコアネット
ワークインスタンス（又はスライス）を引き受ける、即ち複数のコアネットワークインス
タンスに対して共通であるという事実を指すと理解されてもよい。言い換えると、共通制
御プレーン機能における用語「共通」は、従来通りを暗示するためのものではない。更に
、用語「共通制御プレーン機能」は、ＭＭＥを含むと理解されてもよい。加えて、共通制
御プレーン機能における用語「共通」は、コアネットワークに存在する複数の数個のネッ
トワーク機能（例えば、ＥＰＣで複数のＳＧＷに共有されるＭＭＥ）と考えられてもよい
。
【０１５６】
　移動端末は、第１の共通制御プレーン機能によって又は第２の共通制御プレーン機能に
よって認証されてもよい。第１の共通制御プレーン機能が認証を行う場合には、それは、
例えばそれが移動無線通信ネットワークの第２の共通制御プレーン機能に接続要求を転送
するときに、第２の共通制御プレーン機能に認証コンテキストを転送してもよい。
【０１５７】
　図１１の方法は、例えば図１３に例示される無線アクセスネットワーク構成要素により
実施される。
【０１５８】
　図１３は、無線アクセスネットワーク構成要素１３００を図示する。
【０１５９】
　無線アクセスネットワーク構成要素１３００は、移動端末から接続要求を受信するよう
に構成される受信器１３０１と、無線アクセスネットワークを第１のエンドポイントとし
て有し且つ任意選択で移動無線通信ネットワークの第１の共通制御プレーン機能を第２の
エンドポイントとして有する制御プレーン通信を確立するように構成されるコントローラ
１３０２とを備える。
【０１６０】
　無線アクセスネットワーク構成要素１３００は、制御プレーン通信を介して第１の共通
制御プレーン機能に移動端末の接続要求を転送するように構成される送信器１３０３をさ
らに備える。
【０１６１】
　受信器１３０１は、制御プレーン通信の第２のエンドポイントが第２の共通制御プレー
ン機能に設定されるべきであることを示すメッセージを受信するようにさらに構成される
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。
【０１６２】
　コントローラ１３０２は、制御プレーン通信の第２のエンドポイントを第２の共通制御
プレーン機能に設定するようにさらに構成される。
【０１６３】
　様々な例が下記される。
【０１６４】
　例１は、図１２に例示されるように提供される、移動無線通信ネットワークに移動端末
の接続を確立するための方法である。
【０１６５】
　例２は、第１の共通制御プレーン機能が、移動無線通信ネットワークの第２の共通制御
プレーン機能に接続要求を転送するステップを含む、例１の方法である。
【０１６６】
　例３は、第１の共通制御プレーン機能が、移動端末のサブスクリプションプロファイル
を確認することによって移動無線通信ネットワークの第２の共通制御プレーン機能を決定
し、そして第２の共通制御プレーン機能に接続要求を転送する、例１の方法である。
【０１６７】
　例４は、第２の共通制御プレーン機能が、制御プレーン通信の第２のエンドポイントを
第２の共通制御プレーン機能に設定した後に制御プレーン通信を介して移動端末を認証す
るステップをさらに含む、例１～３のうちのいずれか１つの方法である。
【０１６８】
　例５は、第２の共通制御プレーン機能が、制御プレーン通信の第２のエンドポイントを
第２の共通制御プレーン機能に設定した後に制御プレーン通信を介して移動端末とのセキ
ュアな制御プレーン通信を設定するステップをさらに含む、例１～４のうちのいずれか１
つの方法である。
【０１６９】
　例６は、制御プレーン通信の第２のエンドポイントを第２の共通制御プレーン機能に設
定した後に制御プレーン通信を介して移動端末に対して制御プレーン通信セッションを確
立するステップをさらに含む、例１～５のうちのいずれか１つの方法である。
【０１７０】
　例７は、制御プレーン通信の第２のエンドポイントが第２の共通制御プレーン機能に設
定されるべきであることを示すメッセージが、第２の共通制御プレーン機能によって送ら
れた、例１～６のうちのいずれか１つの方法である。
【０１７１】
　例８は、制御プレーン通信の第２のエンドポイントが第２の共通制御プレーン機能に設
定されるべきであることを示すメッセージが、移動端末によって送られた、例１～６のう
ちのいずれか１つの方法である。
【０１７２】
　例９は、制御プレーン通信の第２のエンドポイントが第２の共通制御プレーン機能に設
定されるべきであることを示すメッセージが、第１の共通制御プレーン機能によって送ら
れた、例１～６のうちのいずれか１つの方法である。
【０１７３】
　例１０は、制御プレーン通信の第２のエンドポイントが第２の共通制御プレーン機能に
設定されるべきであることを示すメッセージが、第２の共通制御プレーン機能を制御プレ
ーン通信の新たなエンドポイントとして識別している、例１～９のうちのいずれか１つの
方法である。
【０１７４】
　例１１は、制御プレーン通信の第２のエンドポイントが第２の共通制御プレーン機能に
設定されるべきであることを示すメッセージが、無線アクセスネットワークによって第１
の共通制御プレーン機能に移動端末の接続要求を転送するために使用された通信セッショ
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ンへの参照を備えている、例１～１０のうちのいずれか１つの方法である。
【０１７５】
　例１２は、無線アクセスネットワークが、制御プレーン通信を移動端末と関連付けてい
る、例１～１１のうちのいずれか１つの方法である。
【０１７６】
　例１３は、無線アクセスネットワークが、制御プレーン通信を移動端末の制御プレーン
通信のために割り当てている、例１～１２のうちのいずれか１つの方法である。
【０１７７】
　例１４は、制御プレーン通信の第２のエンドポイントを第２の共通制御プレーン機能に
設定するステップが、無線アクセスネットワークの通信セッションの通信相手を第１の共
通制御プレーン機能から第２の共通制御プレーン機能へ変更することを含んでいる、例１
～１３のうちのいずれか１つの方法である。
【０１７８】
　例１５は、無線アクセスネットワークが、無線アクセスネットワークと第１の共通制御
プレーン機能との間の通信セッションを介して第１の共通制御プレーン機能に接続要求を
送り、且つ制御プレーン通信の第２のエンドポイントを第２の共通制御プレーン機能に設
定するステップが、無線アクセスネットワークと第２の共通制御プレーン機能との間に通
信セッションを確立することを含んでいる、例１～１４のうちのいずれか１つの方法であ
る。
【０１７９】
　例１６は、無線アクセスネットワークが、制御プレーン通信の第２のエンドポイントを
示すエントリを有するマッピングテーブルを記憶するメモリを有している、例１～１５の
うちのいずれか１つの方法である。
【０１８０】
　例１７は、マッピングテーブルの各エントリが、通信セッションと関連付けられており
、且つ無線アクセスネットワークの通信セッション相手を識別している、例１６の方法で
ある。
【０１８１】
　例１８は、制御プレーン通信の第２のエンドポイントを第２の共通制御プレーン機能に
設定するステップが、エントリを第１の共通制御プレーン機能を示すことから第２の共通
制御プレーン機能を示すことへ変更することを含んでいる、例１６又は１７の方法である
。
【０１８２】
　例１９は、制御プレーン通信の第２のエンドポイントを第２の共通制御プレーン機能に
設定するステップが、第２の共通制御プレーン機能を示すマッピングテーブルへの第２の
エントリを追加することを含んでいる、例１６又は１７の方法である。
【０１８３】
　例２０は、図１３に例示される無線アクセスネットワーク構成要素である。
【０１８４】
　更なる例によれば、例えば初期アタッチ手順の間、制御プレーン通信セッション（例え
ばＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ　ＣＰセッション）を管理する移動通信ネットワークにおける基
地局とネットワークＣＰ（制御プレーン）エンティティとの間の通信方法が提供される。
上記ネットワークＣＰエンティティは、少なくとも２つのネットワークＣＰ機能を備える
。例えば、１）第１のネットワークＣＰエンティティ、２）第２のネットワークＣＰエン
ティティ、である。第１のネットワークＣＰエンティティは、既定ネットワークＣＰエン
ティティ又はＲＡＮによって転送されるＵＥからのアタッチ要求を最初に受信するネット
ワークＣＰエンティティであり、そして第２のネットワークＣＰエンティティは、特定の
ＵＥ又は特定のサービスに応対するために割り当てられる専用ネットワークＣＰエンティ
ティである。通信方法は、以下を含む。
・無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）が、ＵＥからＵＥアタッチ要求を受信して移動通
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信ネットワークにアタッチすること。
・ＲＡＮが、第１のネットワークＣＰ機能とＲＡＮ－ＣＮ　Ｉ／Ｆ（ＲＡＮ－コアネット
ワークインタフェース）を通じて第１のセッションを設定することによってＵＥアタッチ
要求を転送すること。
・第１のネットワークＣＰ機能が、ＵＥのサブスクリプションプロファイルを考慮に入れ
ることによって、どのコアネットワーク又はＮＷスライスがＵＥに適切かを決定すること
。
・第１のネットワークＣＰ機能が、第２のネットワークＣＰ機能にＵＥアタッチ要求を転
送すること（ＲＡＮを介して行くことなく）。転送されるメッセージは、ＲＡＮと第１の
ネットワークＣＰエンティティとの間の上記第１のセッションに関連した情報を含む。
・第２のネットワークＣＰ機能が、ＲＡＮを介してＵＥにアタッチ応答を送ること。第２
のネットワークＣＰ機能とＲＡＮとの間の通信は、ＲＡＮへのＣＰシグナリングを使用す
ることによってなされる。ＲＡＮへのＣＰシグナリングは、第２のネットワークＣＰ機能
で第１のセッションのコンタクトポイントを更新することについての情報を含む。上記Ｃ
Ｐシグナリングは、ＲＡＮと第１のネットワークＣＰエンティティとの間の上記第１のセ
ッションを含む。
・・代替的に、第２のネットワークＣＰ機能は、第１のネットワークＣＰ機能に応答を送
ってもよく、そして第１のネットワークＣＰ機能はＲＡＮを介してＵＥにアタッチ応答を
送ってもよい。この場合には、第１のネットワークＣＰ機能とＲＡＮとの間の通信は、第
１のセッションを通じてＲＡＮへのＣＰシグナリングを使用することによってなされる。
第１のネットワークＣＰ機能によって送られるこのアタッチ応答とともに、ＲＡＮへのＣ
Ｐシグナリングは、コアネットワークでのＣＰ機能のコンタクトポイントの変更について
の情報も搬送する。この情報は、第２のネットワークＣＰ機能の識別又は第２のネットワ
ークＣＰ機能に帰属する第１のセッションの新たなエンドポイントであることができる。
・・別の代替例は、第１のネットワークＣＰ機能が、第２のネットワークＣＰ機能に帰属
する第１のセッションの新たなエンドポイントについての新たな情報なしで、ＲＡＮを介
してＵＥにアタッチ承認を送ってもよいということである。この場合には、ＵＥがＲＡＮ
を介してＣＮにいかなる以降のメッセージを送るときにも、これらの以降のメッセージは
、ＲＡＮがこのＵＥに特定のコアネットワークでのＣＰ機能のコンタクトポイントの変更
に気づくようにする情報を含む。この情報は、第２のネットワークＣＰ機能の識別である
ことができる。ＲＡＮは、コアネットワークでのネットワークＣＰ機能の新たなコンタク
トポイントで（現存の）第１のセッションを更新／修正するか、コアネットワークでのネ
ットワークＣＰ機能の新たなコンタクトポイントで新たなセッションを設定し、そして（
現存の）第１のセッションを解放するかになる。
【０１８５】
　方法のうちの１つの文脈で記載される実施形態及び例が無線アクセスネットワーク構成
要素にとって類似して有効であり、逆もまた同じであることが留意されるべきである。
【０１８６】
　無線アクセスネットワークの構成要素（例えば受信器、コントローラ及び送信器）は、
例えば１つ又は複数の回路によって実装されてもよい。「回路」は、いかなる種類の論理
実装エンティティとしても理解されてもよく、専用回路網若しくはメモリに記憶されるソ
フトウェアを実行するプロセッサ、ファームウェア、又はそのいかなる組合せでもよい。
したがって「回路」は、ハードワイヤード論理回路、又はプログラマブルプロセッサ、例
えばマイクロプロセッサなどのプログラマブル論理回路でもよい。「回路」はまた、ソフ
トウェア、例えばいずれかの種類のコンピュータプログラムを実行するプロセッサでもよ
い。より詳細に下記されることになるそれぞれの機能のいかなる他の種類の実装も、「回
路」として理解されてもよい。
【０１８７】
　具体的な態様が記載されたが、添付の請求項によって定められる本開示の態様の趣旨及
び範囲から逸脱することなく、形態及び詳細の様々な変更がここでなされてもよいことが
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当業者によって理解されるべきである。範囲はしたがって添付の請求項によって示され、
そして請求項の等価性の意味及び範囲内に収まる全ての変更がしたがって包含されるもの
と意図される。

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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