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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　GRPS/EDGE無線アクセスネットワークGERANと移動体システムのユーザー機器間でデータ
を伝送する方法であって、送信すべきデータを送信端で暗号化アルゴリズムを使用して暗
号化する段階(302)と、その暗号化されたデータを送信端から受信端に伝送する段階(304)
と、その伝送されたデータを受信端で暗号化アルゴリズムを使用して解読する段階(306)
と、を有する方法において、ユニバーサル移動体通信システムの広帯域符号分割多元接続
法を使用する無線アクセスネットワークUTRANの暗号化アルゴリズムを使用し(310)、この
場合前記暗号化アルゴリズムが必要とする合意フォーマットの入力パラメータを前記GPRS
/EDGE無線アクセスネットワークGERANの動作パラメータに基づいて作成することを特徴と
する方法。
【請求項２】
　前記暗号化アルゴリズムの入力パラメータの合意フォーマットは、前記入力パラメータ
の数と各パラメータの長さを規定する請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記暗号化アルゴリズムはブラックボックスであり、その実装は、前記GPRS/EDGE無線
アクセスネットワークGERANと前記広帯域符号分割多元接続法を使用する無線アクセスネ
ットワークUTRANの両方において厳密に同一である請求項1又は2に記載の方法。
【請求項４】
　前記入力パラメータは、カウンタパラメータを有する請求項1～3のいずれか一項に記載
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の方法。
【請求項５】
　前記カウンタパラメータは、暗号化すべきデータが第2レイヤシグナリングプレーンの
データであるか又はその他のデータであるかを規定するシンボルを有する請求項4に記載
の方法。
【請求項６】
　前記入力パラメータはベアラパラメータを有し、前記ベアラパラメータの値の1つを暗
号化すべきシグナリングプレーンデータ用に予約する請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　プロトコルスタックのMACレイヤにおいて前記暗号化アルゴリズムを実行する場合に、
前記カウンタパラメータは拡張TDMAフレーム番号を有する請求項4に記載の方法。
【請求項８】
　前記拡張TDMAフレーム番号は、GSMのT1カウンタ部の拡張に基づいている請求項7に記載
の方法。
【請求項９】
　最後に使用された拡張TDMAフレーム番号に関する情報を次の接続のためにユーザー機器
に保存する請求項7に記載の方法。
【請求項１０】
　前記の保存すべき最後に使用された拡張TDMAフレーム番号に関する情報は、前記拡張TD
MAフレーム番号の一定数の最上位のビットを有し、前記情報を新しい接続で使用して拡張
TDMAフレーム番号を形成する前に、前記最上位ビットによって形成された番号の値を1だ
け増分する請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　プロトコルスタックのMACレイヤにおいて前記暗号化アルゴリズムを実行する場合に、
前記カウンタパラメータは時間スロット番号を有する請求項4に記載の方法。
【請求項１２】
　プロトコルスタックのRLCレイヤにおいて前記暗号化アルゴリズムを実行する場合に、
前記カウンタパラメータはハイパーフレーム番号を有する請求項4に記載の方法。
【請求項１３】
　最後に使用されたハイパーフレーム番号に関する情報を次の接続のために前記ユーザー
機器に保存し、該情報を使用して新しい接続においてハイパーフレーム番号を形成する前
に、前記最上位ビットによって形成された番号の値を1だけ増分する請求項12に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記保存すべき最後に使用されたハイパーフレーム番号に関する情報は、前記ハイパー
フレーム番号の一定数の最上位のビットを有する請求項13に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ユーザー機器の接続が前記GPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANと前記広帯域
符号分割多元接続法を使用する無線アクセスネットワークUTRAN間で変化した場合に、前
記最後に使用された拡張TDMAフレーム番号又はハイパーフレーム番号に関する情報を新し
い無線アクセスネットワークに提供し、もとの無線アクセスネットワークと同一の暗号化
キー入力パラメータを前記新しい無線アクセスネットワークの暗号化アルゴリズムの暗号
化キー入力パラメータとして使用する請求項1に記載の方法。
【請求項１６】
　前記の提供すべき情報は一定数の最上位のビットを有し、該情報を新しい無線アクセス
ネットワークで使用する前に、前記最上位ビットによって形成された番号の値を1だけ増
分する請求項15に記載の方法。
【請求項１７】
　移動体システムのユーザー機器(UE)であって、GPRS/EDGE無線アクセスネットワークGER
ANに送信すべきデータを暗号化アルゴリズム(400)を使用して暗号化する手段(416)と、前



(3) JP 4750346 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

記GPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANから受信したデータを暗号化アルゴリズム(4
00)を使用して解読する手段(416)と、を有するユーザー機器(UE)において、前記暗号化ア
ルゴリズム(400)は、ユニバーサル移動体通信システムの広帯域符号分割多元接続法を使
用する無線アクセスネットワークUTRANの暗号化アルゴリズムであり、前記ユーザー機器
は、前記GPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANの動作パラメータに基づいて前記暗号
化アルゴリズム(400)が必要とする合意フォーマットの入力パラメータを作成する手段(40
2、404、406、408、410)を有することを特徴とするユーザー機器。
【請求項１８】
　前記暗号化アルゴリズム(400)の入力パラメータの合意フォーマットは、前記入力パラ
メータの数と各パラメータの長さを規定する請求項17に記載のユーザー機器。
【請求項１９】
　前記暗号化アルゴリズム(400)はブラックボックスであり、その実装は、前記GPRS/EDGE
無線アクセスネットワークGERANと前記広帯域符号分割多元接続法を使用する無線アクセ
スネットワークUTRANの両方において厳密に同一である請求項17又は18に記載のユーザー
機器。
【請求項２０】
　前記入力パラメータはカウンタパラメータ(402)を有する請求項17～19のいずれか一項
に記載のユーザー機器。
【請求項２１】
　前記カウンタパラメータは、暗号化すべきデータが第2レイヤシグナリングプレーンの
データであるか又はその他のデータであるかを規定するシンボルを有する請求項20に記載
のユーザー機器。
【請求項２２】
　前記入力パラメータはベアラパラメータ(406)を有し、前記ベアラパラメータ(406)の値
の1つを暗号化すべき第2レイヤシグナリングプレーンデータ用に予約する請求項17に記載
のユーザー機器。
【請求項２３】
　プロトコルスタックのMACレイヤにおいて前記暗号化アルゴリズム(400)を実行する場合
に、前記カウンタパラメータ(402)は拡張TDMAフレーム番号を有する請求項20に記載のユ
ーザー機器。
【請求項２４】
　前記拡張TDMAフレーム番号は、GSMのT1カウンタ部の拡張に基づいている請求項23に記
載のユーザー機器。
【請求項２５】
　前記ユーザー機器(UE)は、最後に使用された拡張TDMAフレーム番号に関する情報を次の
接続のために保存する手段を有する請求項23に記載のユーザー機器。
【請求項２６】
　前記の保存すべき最後に使用された拡張TDMAフレーム番号に関する情報は、前記拡張TD
MAフレーム番号の一定数の最上位のビットを有し、前記ユーザー機器は、前記情報を新し
い接続で使用して拡張TDMAフレーム番号を形成する前に、前記最上位ビットによって形成
された番号の値を1だけ増分する手段を有する請求項25に記載のユーザー機器。
【請求項２７】
　プロトコルスタックのMACレイヤにおいて前記暗号化アルゴリズム(400)を実行する場合
に、前記カウンタパラメータ(402)は時間スロット番号を有する請求項20に記載のユーザ
ー機器。
【請求項２８】
　プロトコルスタックのRLCレイヤにおいて前記暗号化アルゴリズム(400)を実行する場合
に、前記カウンタパラメータ(402)はハイパーフレーム番号を有する請求項20に記載のユ
ーザー機器。
【請求項２９】



(4) JP 4750346 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

　前記ユーザー機器(UE)は、最後に使用されたハイパーフレーム番号に関する情報を次の
接続用に保存する手段を有する請求項28に記載のユーザー機器。
【請求項３０】
　前記の保存すべき最後に使用されたハイパーフレーム番号に関する情報は、該ハイパー
フレーム番号の一定数の最上位のビットを有し、前記ユーザー機器(UE)は、前記情報を使
用して新しい無線接続においてハイパーフレーム番号を形成する前に、前記最上位ビット
によって形成された番号の値を1だけ増分する手段(402)を有する請求項29に記載のユーザ
ー機器。
【請求項３１】
　前記ユーザー機器は、該ユーザー機器(UE)の接続が前記GPRS/EDGE無線アクセスネット
ワークGERANと前記広帯域符号分割多元接続法を使用する無線アクセスネットワークUTRAN
間で変化した場合に、前記最後に使用された拡張TDMAフレーム番号又はハイパーフレーム
番号に関する情報を新しい無線アクセスネットワークに提供し、もとの無線アクセスネッ
トワークと同一の暗号化キーパラメータ(408)を前記新しい無線アクセスネットワークの
暗号化アルゴリズム(400)の暗号化キーパラメータ(408)として使用する手段(190、192、1
94)を有する請求項17に記載のユーザー機器。
【請求項３２】
　前記の提供すべき情報は一定数の最上位のビットを有し、前記ユーザー機器(UE)は、前
記情報を新しい無線アクセスネットワークで使用する前に、前記最上位ビットによって形
成された番号の値を1だけ増分する手段(402)を有する請求項31に記載のユーザー機器。
【請求項３３】
　移動体システムのGPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANであって、ユーザー機器(U
E)に送信すべきデータを暗号化アルゴリズム(400)を使用して暗号化する手段(416)と、前
記ユーザー機器から受信したデータを暗号化アルゴリズム(400)を使用して解読する手段(
416)と、を有する前記GPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANにおいて、前記暗号化ア
ルゴリズム(400)は、ユニバーサル移動体通信システムの広帯域符号分割多元接続法を使
用する無線アクセスネットワークUTRANの暗号化アルゴリズムであり、前記GPRS/EDGE無線
アクセスネットワークGERANは、前記GPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANの動作パ
ラメータに基づいて前記暗号化アルゴリズム(400)が必要とする合意フォーマットの入力
パラメータを作成する手段(402、404、406、408、410)を有することを特徴とするGPRS/ED
GE無線アクセスネットワークGERAN。
【請求項３４】
　前記暗号化アルゴリズム(400)の入力パラメータの合意フォーマットは、前記入力パラ
メータの数と各パラメータの長さを規定する請求項33に記載のGPRS/EDGE無線アクセスネ
ットワーク。
【請求項３５】
　前記暗号化アルゴリズム(400)はブラックボックスであり、その実装は、前記GPRS/EDGE
無線アクセスネットワークGERANと前記広帯域符号分割多元接続法を使用する無線アクセ
スネットワークUTRANの両方において厳密に同一である請求項33又は34に記載のGPRS/EDGE
無線アクセスネットワーク。
【請求項３６】
　前記入力パラメータはカウンタパラメータ(402)を有する請求項33～35のいずれか一項
に記載のGPRS/EDGE無線アクセスネットワーク。
【請求項３７】
　前記カウンタパラメータは、暗号化すべきデータが第2レイヤシグナリングプレーンの
データであるか又はその他のデータであるかを規定するシンボルを有する請求項36に記載
のGPRS/EDGE無線アクセスネットワーク。
【請求項３８】
　前記入力パラメータはベアラパラメータ(406)を有し、該ベアラパラメータ(406)の値の
1つを暗号化すべきシグナリングプレーンデータ用に予約する請求項37に記載のGPRS/EDGE
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無線アクセスネットワーク。
【請求項３９】
　プロトコルスタックのMACレイヤにおいて前記暗号化アルゴリズム(400)を実行する場合
に、前記カウンタパラメータ(402)は拡張TDMAフレーム番号を有する請求項36に記載のGPR
S/EDGE無線アクセスネットワーク。
【請求項４０】
　前記拡張TDMAフレーム番号は、GSMのT1カウンタ部の拡張に基づいている請求項39に記
載のGPRS/EDGE無線アクセスネットワーク。
【請求項４１】
　前記GPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANは、最後に使用された拡張TDMAフレーム
番号に関する情報を次の接続のために保存する手段を有する請求項39に記載のGPRS/EDGE
無線アクセスネットワーク。
【請求項４２】
　前記の保存すべき最後に使用された拡張TDMAフレーム番号に関する情報は、前記拡張TD
MAフレーム番号の一定数の最上位のビットを有し、前記GPRS/EDGE無線アクセスネットワ
ークGERANは、前記情報を使用して拡張TDMAフレーム番号を形成する前に、前記最上位ビ
ットによって形成された番号の値を1だけ増分する手段(402)を有する請求項41に記載のGP
RS/EDGE無線アクセスネットワーク。
【請求項４３】
　プロトコルスタックのMACレイヤにおいて前記暗号化アルゴリズム(400)を実行する場合
に、前記カウンタパラメータ(402)は時間スロット番号を有する請求項36に記載のGPRS/ED
GE無線アクセスネットワーク。
【請求項４４】
　プロトコルスタックのRLCレイヤにおいて前記暗号化アルゴリズム(400)を実行する場合
に、前記カウンタパラメータ(402)はハイパーフレーム番号を有する請求項36に記載のGPR
S/EDGE無線アクセスネットワーク。
【請求項４５】
　前記GPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANは、前記最後に使用されたハイパーフレ
ーム番号に関する情報を次の接続用に保存する手段を有する請求項44に記載のGPRS/EDGE
無線アクセスネットワーク。
【請求項４６】
　前記保存すべき最後に使用されたハイパーフレーム番号に関する情報は、前記ハイパー
フレーム番号の一定数の最上位のビットを有し、前記GPRS/EDGE無線アクセスネットワー
クGERANは、前記情報を使用してハイパーフレーム番号を形成する前に、前記最上位ビッ
トによって形成された番号の値を1だけ増分する手段(402)を有する請求項45に記載のGPRS
/EDGE無線アクセスネットワーク。
【請求項４７】
　前記GPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANは、前記ユーザー機器(UE)の接続が前記
GPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANと前記広帯域符号分割多元接続法を使用する無
線アクセスネットワークUTRAN間で変化した場合に、前記最後に使用された拡張TDMAフレ
ーム番号又はハイパーフレーム番号に関する情報をユーザー機器(UE)から受信し、受信し
た該情報による暗号化キーパラメータ(408)を前記暗号化アルゴリズム(400)の暗号化キー
パラメータ(408)として使用する手段(180)を有する請求項33に記載のGPRS/EDGE無線アク
セスネットワーク。
【請求項４８】
　前記の提供すべき情報は一定数の最上位のビットを有し、前記GPRS/EDGE無線アクセス
ネットワークGERANは、前記情報を使用する前に、前記最上位ビットによって形成された
番号の値を1だけ増分する手段(402)を有する請求項47に記載のGPRS/EDGE無線アクセスネ
ットワーク。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
(分野)
本発明は、GPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERAN(General Packet Radio Service/En
hanced Data Rates for GSM Evolution)と移動体システムのユーザー機器間において、デ
ータを伝送する方法、ユーザー機器及びGPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANに関す
る。
【０００２】
(背景)
GERANからユーザー機器に対して(この逆も同様)データを送信する場合には、セキュリテ
ィを考慮して送信前に送信すべきデータを暗号化しなければならない。この暗号化により
、シグナリングとユーザーデータの盗聴が困難になるのである。送信端において暗号化ア
ルゴリズムを使用して送信すべきデータを暗号化し、この暗号化データを送信端から受信
端に送信した後に、受信端において暗号化アルゴリズムを使用して送信データを解読する
のであり、このときに両端では、同一の暗号化アルゴリズムを使用する。
【０００３】
暗号化アルゴリズムによって作成した暗号化マスクがXOR演算(排他的論理和演算)によっ
て暗号化すべきデータに付加されるため、暗号化それ自体によっては送信ビット数は増加
しない。これは次の式によって表すことができる。
【数１】

【０００４】
【数２】

【０００５】
暗号化アルゴリズムは、そのアルゴリズムによって作成される暗号化マスクをユーザー及
び使用の度ごとに変化させるための入力パラメータを必要とする。最も重要なパラメータ
は暗号化キーであり、その長さは、例えば、128ビットである。ユーザーごとに異なる暗
号化キー、従って、異なる暗号化マスクも使用されるのだが、この事実により、異なる内
容を有するデータに同一の暗号化マスクを2回使用することができないという問題点が提
起される。この問題の状況は、次の式によって表すことができる。
【数３】

【０００６】
ここで、P1とP2は異なる内容を有する暗号化されていないデータであり、C1とC2は異なる
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内容を有する暗号化されたデータである。この式が示すごとく、盗聴者が存在すれば、彼
は異なる内容を有し同一のマスクを使用して暗号化されたデータ間でXOR演算を実行する
ことによってマスクを除去することが可能であり、暗号化が破られてしまう。
【０００７】
このため、暗号化アルゴリズムにはその他のパラメータも使用されており、例えば、ユニ
バーサル移動体通信システム(UMTS)の広帯域符号分割多元接続方式を使用する無線アクセ
スネットワーク(URTAN)では、入力パラメータとして、時間と共に変化するカウンタパラ
メータ、方向パラメータ(アップリンク/ダウンリンク)、及びベアラパラメータを使用し
ている。
【０００８】
GERANで使用する暗号化アルゴリズム構成はまだ決定されていないが、それは少なくとも
次の要件を満足すべきである。
・特にハンドオーバー関連の暗黙の暗号化同期
・リアルタイム及び非リアルタイムサービスに対する類似のアプローチ
・増分的冗長性(incremental redundance)
・いくつかの異なるユーザーの同一時間スロットへの多重化
・いくつかの異なる無線ベアラの同一ユーザー機器への多重化
・マルチスロット動作の実現
【０００９】
(発明の簡単な説明)
GPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANと移動体システムのユーザー機器間でデータを
伝送するための改良された方法、改良されたユーザー機器、及び改良されたGPRS/EDGE無
線アクセスネットワークGERANを提供することが本発明の目的である。本発明の態様とし
て、GPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANと移動体システムのユーザー機器間でのデ
ータ伝送用に請求項1による方法を提示し、本発明の第2の態様として、請求項17によるユ
ーザー機器を提示し、更に、本発明の第3の態様として、請求項33によるGPRS/EDGE無線ア
クセスネットワークGERANを提示する。本発明の好適な実施例は従属クレームで開示して
いる。
【００１０】
本発明は、UTRANの暗号化アルゴリズムをGERANでそのまま再使用することに基づいたもの
であり、暗号化アルゴリズムの内部操作をブラックボックスとして規定すると共に、暗号
化アルゴリズムに必要な入力パラメータをGERANが設定する要件に従って変更することに
より、これを実現している。
【００１１】
本発明の方法及び装置により、いくつかの改良点が提供される。新しい暗号化アルゴリズ
ムの設計は非常に要求の厳しい作業である。本発明を使用することにより、GERAN用の新
しい暗号化アルゴリズムの設計が不要になり、既に設計されたUTRAN暗号化アルゴリズム
をその代わりに使用することができる。これにより、大量の作業とその結果発生する製品
開発コストを節約することができる。又、本発明により、UTRAN及びGERANのいずれにもア
クセス可能なユーザー機器の設計が容易となる。
【００１２】
好適な実施例により、添付図面を参照して本発明について以下に詳細に説明する。
【００１３】
(実施例の説明)
UMTSなどの第3世代移動体システムの仕様は3GPP(第3世代パートナーシッププロジェクト)
が現在開発している。3GPPのホームページ(http://www.3gpp.org)には、このシステムの
全体構成及び暗号化に関連する仕様が含まれており、それらを参照することによって当業
者による本発明の使用が可能になる。特にその暗号化に関連する仕様は、次の仕様を参照
することによって本明細書に包含される。・3G TS 33.102 V3.2.0:セキュリティアーキテ
クチャ
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・3G TS 25.301 V3.4.0:無線インターフェイスプロトコルアーキテクチャ
・3G TS 33.105 V3.3.0:暗号化アルゴリズムの要件
【００１４】
図1A及び図1Bを参照し、典型的な無線システムの構成並びに公衆交換電話網及びパケット
伝送網へのそれの接続について説明する。図1Bには、実施例の説明に必須のブロックのみ
を示しており、従来のセルラネットワークには、本明細書で詳細に説明する必要のないそ
の他の機能や構成が含まれていることは、当業者には明らかである。本発明の無線システ
ムは、GPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANを使用している。このGERANという用語
は、GSM(移動体通信用グローバルシステム)、TDMA/136(時分割多元接続)システム、及びE
DGEシステムの発展形を意味しており、完全な第3世代(UMTS/WCDMA/cdma2000)移動体サー
ビスを提供しようとするものである。
【００１５】
従って、ある意味では、GERANは、GSMに基づいたGPRS又はEGPRS(Enhanced General Packe
t Radio Service)と広帯域符号分割多元接続を使用するユニバーサル移動体通信システム
UMTSの中間の形態であり、無線アクセスネットワークはその構成が略UMTSスタイルであっ
てGERANと呼ばれているが、例えば、その無線インターフェイスは、通常のGSMに基づいた
無線インターフェイス又はEDGE変調を使用する無線インターフェースになっている。EGPR
Sは、パケット交換伝送を利用するGSMに基づいたシステムであり、EDGE技術を使用してデ
ータ伝送容量を増やしている。GSMで通常使用されているGMSK(ガウス最小偏位変調)変調
に加え、パケットデータチャネルに8-PSK(8-位相偏位変調)変調を使用することができる
。この狙いとするところは、主には、ファイルの複写やインターネットブラウザの使用な
どの非リアルタイムデータ伝送サービスの実現であるが、例えば、音声やビデオ映像の伝
送におけるリアルタイムパケット交換サービスもその目的に含まれている。
【００１６】
図1A及び図1Bの説明は、主にUMTSに基づいたものになっている。移動体システムの主要部
分は、コアネットワークCN、UMTS地上無線アクセスネットワークUTRAN、及びユーザー機
器UEである。CNとUTRAN間のインターフェイスはluと呼ばれ、UTRANとUE間の無線インター
フェイスはUuと呼ばれている。
【００１７】
　UTRANは、無線ネットワークサブシステムRNSから構成される。RNS間のインターフェイ
スはlurと呼ばれている。RNSは無線ネットワークコントローラRNCと1つ以上のノードBか
ら構成されており、このRNCとB間のインターフェイスはlubと呼ばれている。図1Aでは、
ノードBのカバレージエリア、即ち、セルにCという参照符号が付加されている。又、RNS
は、その従来の名前である基地局システム(BSS)と呼ぶこともできる。従って、無線シス
テムのネットワーク部は、無線アクセスネットワークUTRANとコアネットワークCNを有し
ているということになる。
【００１８】
この図1Aの説明は非常に抽象的であることから、図1Bでは、GSMシステムのどの部分がUMT
Sのどの部分に対応するのかを概略的に示すことにより、その説明を明らかにしている。
但し、UMTSの各部の責任と機能については依然として設計中であることから、示された説
明は拘束力を有するものではなく、あくまで説明のためのものであることに留意されたい
。
【００１９】
ユーザー機器150は、例えば、固定されたり、車両内に設置されたり、或いは携帯型のも
のであってよく、このユーザー機器150は移動局MSとも呼ばれている。無線アクセスネッ
トワークUTRANの基幹施設は、無線ネットワークサブシステムRNS、即ち、基地局システム
から構成されており、この無線ネットワークサブシステムRNSは、無線ネットワークコン
トローラRNC、即ち、基地局コントローラ102、及びこれが制御する少なくとも1つのノー
ドB、即ち、基地局100から構成されている。
【００２０】
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基地局Bは、マルチプレクサ116、トランシーバ114、並びにこれらトランシーバ114及びマ
ルチプレクサ116の動作を制御する制御ユニット118を有している。そして、トランシーバ
114が使用するトラフィック及び制御チャネルは、マルチプレクサ116によって伝送リンク
160上に配置されている。
【００２１】
基地局Bのトランシーバ114は、アンテナユニット112に接続されており、このアンテナに
よってユーザー機器150への双方向無線リンクUuが実現される。尚、この双方向無線リン
クUuで伝送されるフレームの構成は厳密に規定されている。
【００２２】
無線ネットワークコントローラRNCは、グループ交換フィールド120及び制御ユニット124
を有している。このグループ交換フィールド120は、音声及びデータの接続、並びにシグ
ナリング回線の接続に使用される。基地局B及び無線ネットワークコントローラRNCによっ
て形成される基地局システムは、トランスコーダ122をも有している。無線ネットワーク
コントローラRNCと基地局B間の作業分配並びにそれらの物理構成は実装によって異なる。
典型的には、基地局Bは前述のように無線経路の実装を担当する。無線ネットワークコン
トローラRNCは、典型的には、無線リソースの管理、セル間におけるハンドオーバー制御
、電力調節、タイミング及び同期、ユーザー機器の呼び出しを担当する。
【００２３】
トランスコーダ122は、普通、可能な限り移動通信用交換機132の近くに配置される。その
理由は、トランスコーダ122と無線ネットワークコントローラRNC間で音声を携帯電話シス
テムフォーマットで伝送して、その結果、送信容量を節約できるようにである。このトラ
ンスコーダ122は、例えば、公衆ネットワークの64kbit/sフォーマットからセルラネット
ワークの別のフォーマット(例:13kbit/s)への変換(及びこの逆を含む)など、公衆交換電
話網と移動体ネットワークで使用する音声の様々なデジタル符号化フォーマットを変換し
て相互に互換性を持たせるものである。このトランスコーダに必要なハードウェアについ
ては、本明細書では詳述しないが、音声以外のデータはトランスコーダ122では変換され
ないことに留意されたい。尚、制御ユニット124は、呼の制御、移動管理、統計の収集、
及びシグナリングを担当する。
【００２４】
コアネットワークCNは、携帯電話システムに属すると共にUTRNの外部となる基幹施設を有
している。図1Bには、このコアネットワークCNの回線交換伝送に属する装置の中で、移動
通信用交換機132が示されている。
【００２５】
図1Bに示すように、接続(黒い点で示されているもの)は、交換フィールド120により、移
動通信用交換機132を介して公衆交換電話網134、並びにパケット交換ネットワーク142の
両方に行われることができる。公衆交換電話網134の典型的な端末136は、従来の電話又は
ISDN(サービス統合デジタル網)電話である。一方、パケット伝送は、インターネット146
を介し、移動体システムに接続しているコンピュータ148からユーザー機器150に接続され
たポータブルコンピュータ152に対して実行される。このユーザー機器150とポータブルコ
ンピュータ152の組み合わせの代わりに、WAP(無線アプリケーションプロトコル)電話を使
用することも可能である。
【００２６】
パケット伝送網142と交換フィールド120間の接続は、サービングGPRSサポートノード(SGS
N)140によって確立される。このサービングサポートノード140のタスクは、基地局システ
ムとゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)144間におけるパケットの伝送とそのエリア
内のユーザー機器150の位置の記録である。
【００２７】
ゲートウェイサポートノード144は、公衆パケット伝送網146とパケット伝送網142を接続
している。このインターフェイスでは、インターネットプロトコル又はX.25プロトコルを
使用することができる。ゲートウェイサポートノード144は、公衆パケット伝送網146から
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見たときにパケット伝送網142がサブネットワークのように見え、公衆パケット伝送網146
がその中のユーザー機器150に対してパケットを送ると共にユーザー機器150からパケット
を受信できるよう、カプセル化によって公衆パケット伝送網146からパケット伝送網142の
内部構成を隠蔽している。
【００２８】
パケット伝送網142は、典型的には、インターネットプロトコルを使用してシグナリング
とユーザーデータを転送するプライベートネットワークである。このネットワーク142の
構成は、そのオペレータに応じてアーキテクチャ及びインターネットプロトコルレイヤよ
り下位のプロトコルが異なっている。
【００２９】
公衆パケット伝送網146は、例えば、インターネットであり、これに接続されている、例
えば、サーバーなどの端末148は、これを介してユーザー機器150に対してパケットを伝送
することができる。
【００３０】
図1Cは、ユーザー機器150と公衆交換電話網の端末136間で回線交換伝送リンクを確立する
方法を示している。この図の太い線は、データが無線インターフェイス170を介してアン
テナ112からトランシーバまでシステムの内部を伝送されそこから、データは、マルチプ
レクサ116における多重化の後に、伝送リンク160を経て交換フィールド120に伝送されそ
こからトランスコーダ122に出力され、そこから移動通信用交換機132で形成された接続を
介して公衆交換電話網134に接続された端末136に伝送される様子が示されている。基地局
100では、伝送の実行に際して制御ユニット118がマルチプレクサ116を制御し、基地局コ
ントローラ102では、制御ユニット124が交換フィールド120を制御して正しい接続を形成
する。
【００３１】
　図1Dは、パケット交換伝送リンクを示している。ポータブルコンピュータ152は、現在
、ユーザー機器150に接続されている。図の太い線は、伝送されるデータがサーバー148か
らポータブルコンピュータ152に伝送される様子を示している。当然のことではあるが、
データはこの反対の方向にも、即ち、ポータブルコンピュータ152からサーバー148に対し
て送信することも可能である。データは無線インターフェイス、即ち、Umインターフェイ
ス170を介してアンテナ112からトランシーバ114に、そしてここから、マルチプレクサ116
における多重化の後に、伝送リンク及びAbisインターフェイスを介して交換フィールド12
0に進み、そこからGbインターフェイス上の接続を介してサポートノード140に出力され、
このサポートノード140からパケット伝送網142を介してゲートウェイノード144を経た後
に、公衆パケット伝送網146に接続されているサーバー148に伝送される。
【００３２】
わかりやすくするために、図1C及び図1Dには回線交換データとパケット交換データの両方
を同時に伝送するケースは示していないが、回線交換データ伝送からパケット交換伝送へ
空き容量を柔軟に使用することが可能であるので、このような同時送信は問題なく実現で
きると共に一般的に行われている。パケットデータのみを伝送するネットワークの構築も
可能であり、この場合には、ネットワークの構成が単純になる。
【００３３】
再度、図1Dについて検討する。この図では、UMTSシステムの様々な構成要素(CN、UTRAN/G
ERAN、RNS/BSS、RNC/BSC、B/BTS)が点線で囲まれている。パケット交換環境では、コアネ
ットワークCNは、サポートノード140、パケット伝送網142、及びゲートウェイノード144
を有している。
【００３４】
GPRSは、前述の構成要素に加え、チャネルコーデックユニットCCUとパケット制御ユニッ
トPCUという2つの要素を有している。このCCUのタスクには、FEC(順方向誤り訂正)を含む
チャネル符号化及びインタリーブ、並びに受信信号の品質レベル、受信信号の受信電力、
及びタイミング先行計測に関連する情報などの無線チャネル計測機能が含まれている。PC
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Uのタスクには、LLC(論理リンク制御)セグメントの分割と再組立、ARQ(自動再送要求)機
能、PDCH(パケットデータチャネル)スケジューリング、チャネルアクセス制御、及び無線
チャネル管理機能が含まれる。CCU182は基地局100内に位置しており、その実装に応じて
時間スロット固有又はトランシーバ固有のユニットと見なすことができる。PCU180は、Ab
isインターフェイスを介してCCU182に接続されており、基地局100又は基地局コントロー
ラ102内に位置することができる。図1Cでは基地局コントローラ102内のPCU180を示し、わ
かりやすくするために、基地局100内のものは示していない。
【００３５】
図1Dには、ユーザー機器UEの本発明に関連する部分の構成も示されている。ユーザー機器
UEはアンテナ190を有しており、トランシーバ192はこのアンテナを介して無線経路170か
ら信号を受信する。ユーザー機器UEの動作は、制御ユニット194によって制御されており
、この制御ユニットは典型的には必要なソフトウェアを有するマイクロプロセッサである
。後述するプロトコル処理も、このソフトウェアによって実行される。ユーザー機器UEは
、説明された部分に加え、ユーザーインターフェイスをも有しており、これには、典型的
には、ラウドスピーカー、マイクロフォン、ディスプレイ、キーボード、及び電池が含ま
れる。しかしながら、それらは本発明には直接関係しないため、本明細書では、これ以上
詳しく説明はしない。
【００３６】
基地局B内のトランシーバの構成やユーザー機器UE内のトランシーバの構成については、
それらの装置の実装方法が当業者には明らかであるため、本明細書ではこれ以上詳細に説
明しないが、例えば、EGPRSによる通常の無線ネットワークトランシーバやユーザー機器
トランシーバを使用することができる。本アプリケーションに関していえば、アプリケー
ションが必要とする操作が上位のOSI(開放型システム間相互接続)モデルレイヤ、特に、
第3レイヤにおいて実行されるため、重要なことは、無線リンク170を実装できるというこ
とのみである。
【００３７】
図2は、EGPRS制御プレーンのパケットプロトコルスタックを示している。但し、実施例は
EGPRSに限定されないことに留意されたい。このプロトコルスタックは、ISO(国際標準化
機構)のOSI(開放型システム間相互接続)モデルに従って形成されている。OSIモデルでは
、プロトコルスタックが複数のレイヤに分割されており、基本的に7つのレイヤが存在し
ている。図2は、各ネットワーク要素ごとに、それぞれのネットワーク要素において処理
されるパケットプロトコルを示しており、それらのネットワーク要素は、移動局MS、基地
局システムBSS、及びサポートノードSGSNである。基地局と基地局コントローラについて
は、その間のインターフェイスがまだ規定されていないため、個別に表示してはいない。
従って、基地局システムBSSに設定されるプロトコル処理は、基本的に基地局100と基地局
コントローラ102間で自由に配分可能であるが、トランスコーダ122の場合は、基地局シス
テムBSSに属してはいるが、これには該当しない。ネットワーク要素のMS、BSS、及びSGSN
は、それらの間のインターフェイスUm及びGbによって分離されている。
【００３８】
各装置MS、BSS、SGSNのレイヤは、別の装置のレイヤと論理的に通信する。最下位の物理
レイヤのみが直接相互に通信するが、その他のレイヤはその次の下位レイヤが提供するサ
ービスを常に使用する。従って、メッセージは、物理的にレイヤ間を垂直方向に伝達され
、メッセージがレイヤ間で水平方向に伝達されるのは最下位のレイヤにおいてのみである
。
【００３９】
実際のビットレベルのデータ伝送は、最下位の第1、即ち、物理レイヤであるRFレイヤ、L
1を使用して行われる。この物理レイヤは、物理的伝送経路への接続のための機械的、電
気的、及び機能的な特性を規定している。次の第2レイヤ、即ち、データリンクレイヤは
、信頼性の高いデータ伝送を実装するために物理レイヤのサービスを使用し、例えば、伝
送誤り訂正などを担当する。無線インターフェース170上では、このデータリンクレイヤ
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は、RLC/MAC(無線リンク制御/媒体アクセス制御)サブレイヤ及びLLC(論理リンク制御)サ
ブレイヤ、即ち論理リンク制御プロトコルに分かれている。第3レイヤ、即ち、ネットワ
ークレイヤは、装置間の接続を担当するデータ伝送及び交換技術からの上位レイヤの独立
性を提供しており、例えば、接続の確立、維持、及び解放などを担当する。GSMの場合に
は、このネットワークレイヤはシグナリングレイヤとも呼ばれており、メッセージの経路
選択を実行することと、2つの構成要素間で同時に複数の独立した接続を可能にするとい
う2つの主要タスクを有している。
【００４０】
ネットワークレイヤは、セッション管理サブレイヤSMとGPRS移動管理サブレイヤGMMを有
している。
【００４１】
GPRS移動管理サブレイヤGMMは、直接的に無線リソース管理に関係しない移動局のユーザ
ーの移動によって発生する結果を担当している。公衆交換電話網側では、このサブレイヤ
は、ユーザーの検証とユーザーのネットワークへの接続を担当しており、セルラネットワ
ークにおいては、このサブレイヤはユーザーの移動、並びに移動によって生成されたデー
タの登録及び管理をサポートしている。更に、このサブレイヤは、移動局の同一性(ident
ity)と許容されているサービスの同一性をチェックしており、このサブレイヤのメッセー
ジ伝送は、移動局MSとサポートノードSGSNの間で発生する。
【００４２】
セッション管理サブレイヤSMは、パケット交換の呼の管理に関連するすべての機能を管理
しているが、ユーザーの移動は検出しない。セッション管理サブレイヤSMは、接続の確立
、維持、及び解放を実行し、移動局150によって開始され、移動局150で終了する呼のため
のサブレイヤ自体の手順を有している。このサブレイヤのメッセージ伝送も移動局MSとサ
ポートノードSGSN間で発生する。
【００４３】
基地局システムBSSでは、セッション管理サブレイヤSM及びGPRS移動管理サブレイヤGMMの
メッセージをトランスペアレントに処理している、即ち、両方向に転送するのみである。
【００４４】
　論理リンク制御プロトコルLLCは、従来技術によってSGSN及びMS間に信頼性の高い暗号
化された論理リンクを確立する。LLCは、無線インターフェイスが変化した場合の移動体
ネットワークのネットワーク部に対する影響を最小限にするよう、下位レイヤから独立し
ている。この論理リンク制御プロトコルのサービスには、ピア構成要素間における非常に
信頼性の高い論理リンク、可変長情報フレームのサポート(各フレームは送信移動局又は
受信移動局のあいまいな識別子を有する)、確認型データ伝送及び非確認型データ伝送の
両方のサポート、並びにデータ伝送の様々な優先順位、送信データの暗号化、及びユーザ
ーの同一性などの異なるサービス基準のサポートが含まれている。LLCデータは、Um及びG
bインターフェイス間において論理リンク制御プロトコルリレーLLC RELAYによって伝送さ
れる。本アプリケーションで開示するソリューションにおいては、暗号化をLLCサブレイ
ヤではなくMAC又はRLCサブレイヤで実行しており、LLCサブレイヤのその他のタスクもそ
の他のレイヤに移すことが可能であることから、LLCサブレイヤ自体を完全に省略するこ
とができる。
【００４５】
MACレイヤは、アップリンク(移動局からネットワーク部へ)及びダウンリンク(ネットワー
ク部から移動局へ)接続の両方でのデータの多重化とシグナリング、アップリング伝送経
路リソース要求の管理、並びにダウンリンク伝送経路リソース要求の割当とタイミングを
実行する責任を有している。トラフィックの優先順位付け管理もこのレイヤに属している
。RLCレイヤは、LLCレイヤデータ、即ち、LLCフレームのMACレイヤへの伝送を担当してい
る。RLCは、LLCフレームをRLCデータブロックに分割してMACレイヤに伝送する。アップリ
ンク方向では、RLCデータからLLCフレームを構築してLLCレイヤに伝送する。物理レイヤ
は、Umインターフェイスで、例えば、GSMが規定する無線インターフェイスなどの無線リ
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ンクによって実装する。この物理レイヤにおいては、例えば、伝送データの搬送波変調、
インタリーブ及び誤り訂正、同期化、及び送信機の電力制御を実行する。
【００４６】
BSSGP(基地局サブシステムGPRSプロトコル)レイヤは、より上位レイヤのデータ並びにSGS
N間の経路選択及びサービス品質に関連する情報を伝送する。FR(フレームリレー)レイヤ
はこの情報の物理的な伝送を実行し、NS(ネットワークサービス)はBSSGPプロトコルに従
ってメッセージを伝送する。
【００４７】
以上で移動体システムの構成と使用するプロトコルスタックの例に関する説明を行ったの
で、GERANを使用する移動体システムにおける暗号化の実装について検討することができ
る。図4は、送信端から受信端に向かってデータフローが伝播する様子を示している。送
信端はこの図の左側にあり、右側の受信端は送信端と垂直の点線によって分離されている
。GERANでは、暗号化は前述のパケット制御ユニット180とユーザー機器の制御ユニット19
4において実行される。この暗号化は、前述のプロトコルスタックに存在する機能を使用
して実行され、これに必要な機能は、例えば、汎用プロセッサで稼動するソフトウェアと
して実装可能である。この場合、必要な機能はソフトウェアコンポーネントとして実行さ
れるが、例えば、ASIC(特定用途向け集積回路)や個別部品からなる制御ロジックなどのハ
ードウェアによる実装も可能である。
【００４８】
暗号化アルゴリズム400は、ユニバーサル移動体通信システムの広帯域符号分割多元接続
法を使用する無線アクセスネットワークUTRANの暗号化アルゴリズムであり、f8として知
られているものである。この暗号化アルゴリズムはブラックボックスであり、その実装は
GPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANと広帯域符号分割多元接続法を使用する無線ア
クセスネットワークUTRANの両方で厳密に同一である。実際には、これは、ASICであるか
ソフトウェアであるかを問わず、同一の暗号化アルゴリズム実装をGERAN及びUTRANの両方
で使用可能であることを意味している。
【００４９】
UTRANは、暗号化アルゴリズムの入力パラメータ用の合意フォーマットを有しており、こ
の合意フォーマットは入力パラメータの数と各パラメータの長さを規定している。このUT
RANの入力パラメータは前述の3GPP仕様に規定されているが、それらは、暗号化キー、時
間と共に変化するカウンタパラメータ、方向パラメータ(アップリンク/ダウンリンク)、
及びベアラパラメータである。更に、暗号化マスク412の長さを示すパラメータが必要と
なるが、これ自体は暗号化アルゴリズム400の内部動作に影響を与えるものではなく、キ
ーストリームから暗号化マスク412までに必要とする作成シンボルの数を示すのみである
。
【００５０】
　暗号化されていないデータ414がXOR演算416によって暗号化マスク412と合成され、暗号
化されたデータ418が得られる。
【００５１】
一方、受信端では、送信端と同様の演算を使用して、この暗号化を除去する。即ち、XOR
演算416により、受信した暗号化されたデータ418と暗号化マスク412を合成し、元の暗号
化されていないデータ414を得るのである。
【００５２】
暗号化されていないデータ414に対応する暗号化されたデータ418の解読には、あるデータ
414の暗号化に使用した暗号化アルゴリズム400のパラメータ402、404、406、408、410を
使用しなければならないという意味では、送信端及び受信端は互いに同期していなければ
ならない。これを実装するには、送信端と受信端の間でシグナリングが必要となる。この
詳細とデータ変調やチャネル符号化については、本発明にとって必須の内容ではなく、又
、当業者には周知のものであることから本明細書ではこれ以上詳しくは説明しない。送信
端は、受信端に送信するデータを暗号化アルゴリズム400を使用して暗号化するための手
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段400、416を有しており、受信端では、これに対応し、送信端から受信したデータを暗号
化アルゴリズム400を使用して解読する手段400、416を有しているという点に留意するだ
けで十分である。GERANとユーザー機器間の接続は双方向であるため、両者とも送信端及
び受信端として機能することが可能である。従って、GERAN及びユーザー機器はいずれも
暗号化手段と解読手段を有している。
【００５３】
GPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANは、GPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERAN
の動作パラメータに基づいて暗号化アルゴリズム400が必要とする合意フォーマットの入
力パラメータを作成する手段402、404、406、408、410を有している。ユーザー機器UEも
同一の手段402、404、406、408、410を有している。わかりやすくするため、図4では、同
一の参照符号402、404、406、408、410を使用して暗号化アルゴリズム400のパラメータと
それらを処理する手段の両方を示している。実際には、前記の手段は、ユーザー機器UEの
制御ユニット194あるいはGPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANのパケット制御ユニ
ット180においてソフトウェアで実行するのが望ましい。
【表１】

【００５４】
表1は、ユーザープレーンデータを伝送する場合に、必要なフォーマットの入力パラメー
タをGERAN動作パラメータから取得する方法を示している。表の左端の列はUTRANが必要と
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するパラメータであり、中央の列は選択肢の1つである暗号化をRLCプロトコルレイヤで実
行する場合を示しており、右端の列は、もう1つの選択肢である暗号化をMACプロトコルレ
イヤで実行する場合を示している。
【００５５】
UTRANの方向パラメータ404は、暗号化するデータを伝送する伝送方向を規定しており、値
0がアップリンク、値1がダウンリンクである。この方向パラメータ404は、GERANにおける
と同様に使用することもできる。
【００５６】
UTRANでは、ベアラパラメータ406により、使用する無線ベアラ識別子を規定する。この結
果、同一の物理レイヤフレームに多重化されているいくつかの異なる無線ベアラをユーザ
ーが同時に使用する際に、同一の暗号化キー408を使用することが可能になる。このベア
ラパラメータ406は、GERANにおけると同様に使用可能である。
【００５７】
UTRANでは、長さパラメータ410により、必要なキーストリーム長、即ち、暗号化マスク41
2の長さを規定する。この長さパラメータ410は、GERANにおけると同様に使用可能である
。RLCプロトコルを使用する場合には、この値はペイロードの長さ、即ち、無線ベアラ識
別子及びRCLシーケンス番号を除くフルブロック長である。MACプロトコルを使用する場合
には、この値はフルブロック長となり、この場合には、無線ベアラ識別子は情報フローに
含まれず、伝送開始前に合意される。
【００５８】
UTRANでは、暗号化キーパラメータ408により、暗号化キーを規定する。この暗号化キーパ
ラメータ408は、GERANにおけると同様に使用可能である。
【００５９】
　UTRANのカウンタパラメータ402は、例えば、時間と共に変化しかつハイパーフレーム番
号及びRLCシーケンス番号によって形成された32ビットのカウンタである。元のGSMシステ
ムの場合には、22ビットのTDMAフレーム番号をカウンタパラメータとして使用している。
これは、約3.5時間の暗号化の後にカウンタパラメータが最大値に到達することを意味し
ている。再度カウンタパラメータが起動するとマスクは再び同一の値を取得し、新しい暗
号化キーを使用しない限り暗号は破られてしまう。
【００６０】
　カウンタパラメータ402は、長さは同じ32ビットであるが、GERANと同様に使用すること
はできず、内容を変更しなければならない。RLCプロトコルを使用する場合には、カウン
タパラメータ402は、RLCシーケンス番号、暗号化すべきデータが第2レイヤシグナリング
プレーンのデータであるか又はその他のデータであるかを規定するシンボル、及びハイパ
ーフレーム番号によって形成される。ハイパーフレーム番号の長さが24ビットの場合には
、RLCシーケンス番号の長さは7ビットであり、あるいはハイパーフレーム番号の長さが20
ビットの場合にはRLCシーケンス番号の長さは11ビットとなる。暗号化すべきデータが第2
レイヤシグナリングプレーンのデータであるか又はその他のデータであるかを規定する1
ビットのシンボルは、暗号化するデータが第2レイヤシグナリングプレーンのデータでは
なくその他のデータである場合に値1を取得する。実際には、RLCプロトコルを使用する場
合には、1ビットのシンボルは一定であり、カウンタパラメータの有効な長さは31ビット
になるのである。
【００６１】
　MACプロトコルを使用する場合には、カウンタパラメータ402は、拡張TDMAフレーム番号
、時間スロット番号、及び暗号化すべきデータが第2レイヤシグナリングプレーンのデー
タであるか又はその他のデータであるかを規定するシンボルによって形成される。従って
、TDMAフレーム番号の長さは28ビットに拡張される。暗号化すべきデータが第2レイヤシ
グナリングプレーンのデータであるか又はその他のデータであるかを規定する1ビットの
シンボルは、暗号化すべきデータが第2レイヤシグナリングプレーンのデータ以外のその
他のデータである場合に値1を取得する。時間スロット番号は、1つの時間スロットのみを
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シンボルと時間スロット番号は一定であるが、カウンタパラメータの有効な長さは28ビッ
トになる。これは現在のGSMカウンタパラメータサイクルの64倍以上であり、従って実際
上、十分なものになっている。
【００６２】
ハイパーフレーム番号と同様の考え方が拡張TDMAフレーム番号においても使用されている
。現在のGSMシステムの場合には、TDMAフレーム番号の最上位の11ビットを使用してマル
チフレームを計算する。これらの11ビットは、16ビットに拡張される場合には拡張TDMAフ
レーム番号を提供するT1カウンタ部を形成する。5ビットのT2カウンタ部及び6ビットのT3
カウンタ部は、拡張TDMAフレーム番号においても維持される。
【００６３】
RLCプロトコルを使用する場合には、RLCシーケンス番号の受信を確実にするために、無線
ベアラ識別子又はRLCブロックヘッダーではなくて、ユーザーのペイロードを暗号化する
。もう1つの選択肢は、RLCシーケンス番号又は無線ベアラ識別子をではなくて、ユーザー
のペイロードとブロックのヘッダーを暗号化することである。MACプロトコルを使用する
場合は、MACブロック全体を暗号化する。
【００６４】
表2は、第2レイヤシグナリングプレーンデータを送信する場合に、必要なフォーマットの
入力パラメータをGERAN動作パラメータから取得する方法を示している。この場合には、M
ACプロトコルレイヤで暗号化を実行しなければならない。
【００６５】
第2レイヤシグナリングプレーンデータを送信する場合は、その他のデータを送信する場
合と同様に方向パラメータ404、長さパラメータ410、及び暗号化キーパラメータ408を使
用可能である。
【００６６】
第2レイヤシグナリングプレーンデータに関しては、無線ベアラ識別子が存在しないため
、ベアラパラメータに、例えば、「00000」などの定数が与えられる。後述するように、
この定数に特定の意味を規定することも可能である。
【表２】
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【００６７】
　MACプロトコルを使用する場合には、カウンタパラメータ402は、その他のデータ用と同
様に第2レイヤシグナリングプレーンデータ用として形成される、即ち、カウンタパラメ
ータ402は、拡張TDMAフレーム番号、時間スロット番号、及び暗号化すべきデータが第2レ
イヤシグナリングプレーンのデータであるか又はその他のデータであるかを規定するシン
ボルによって形成される。暗号化すべきデータが第2レイヤシグナリングプレーンのデー
タであるか又はその他のデータであるかを規定する1ビットのシンボルは、暗号化すべき
データが第2レイヤシグナリングプレーンデータである場合に値0を取得する。そして、MA
Cブロック全体が暗号化される。
【００６８】
無論、1ビットのシンボルの値を逆に規定することも可能である、即ち、値1が暗号化すべ
きデータが第2レイヤシグナリングプレーンデータを意味し、値0が暗号化すべきデータが
その他のデータであることを意味する。
【００６９】
以下に、本発明の別の好適な実施例について説明する。
【００７０】
好適な実施例においては、ベアラパラメータの値の1つを暗号化対象シグナリングプレー
ンデータ用に予約する。これは、例えば、表2に示されている「00000」などの前述の定数
である。このようにして、暗号化すべきデータが第2レイヤシグナリングプレーンのデー
タであるか又はその他のデータであるかを規定するシンボルを置換することができる。値
「00000」は、暗号化すべきデータが第2レイヤシグナリングプレーンのデータであること
を規定し、その他の値は、使用する無線ベアラ識別子を規定する。前述のとおり、第2レ
イヤシグナリングプレーンデータ用には無線ベアラ識別子は使用されない。この方法によ
り、カウンタパラメータの有効な長さが1ビット増えるという利点がもたらされ、また1つ
の無線ベアラ識別子に特定の意味を規定しなければならないという欠点がもたらされる。
【００７１】
好適な実施例においては、MACプロトコルを使用する場合に、最後に使用された拡張TDMA
フレーム番号に関して記憶すべき情報を次の接続用にユーザー機器UEに保存する。実際に
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は、通常、ユーザー機器UEのSIM(加入者識別モジュール)カードに保存される。これには
、UTRANで周知のハイパーフレーム番号管理が適用される。同一の接続でいくつかの無線
ベアラが使用されている場合には、最も大きな値を取得した拡張TDMAフレーム番号が保存
される。新しい接続を確立する場合に伝達を要するのは1つの値のみであり、この値を使
用して新しい接続の暗号化を開始する。UTRANでは、前記の値はSTARTと呼ばれている。最
後に使用された拡張TDMAフレーム番号に関する情報は、その拡張TDMAフレーム番号の一定
数の最上位のビットを有することが好ましい。同様に、RLCプロトコルを使用する場合に
は、最後に使用されたハイパーフレーム番号に関する情報を次の接続用にユーザー機器UE
に保存する。この保存する最後に使用されたハイパーフレーム番号に関する情報は、その
ハイパーフレーム番号の一定数の最上位のビットを有することが好ましい。次の接続用の
この拡張TDMAフレーム番号及び/又はハイパーフレーム番号の保存は、GPRS/EDGE無線アク
セスネットワークGERANにおいても実行可能であり、パケット制御ユニット180において実
行するのが最も好ましい。新しい接続を確立する際に前記保存された値のシグナリングが
ユーザー機器とGPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERAN間で最も容易にかつ効率的に行
われるかは、保存場所の選択に影響を及ぼす。保存された1つのSTART値により、同一のユ
ーザーに対する接続をRLCプロトコルとMACプロトコルの両方を使用して実行する、即ち、
使用値の最大値を保存する。
【００７２】
　好適な実施例においては、ユーザー機器UEの接続がGPRS/EDGE無線アクセスネットワー
クGERANと広帯域符号分割多元接続法を使用する無線アクセスネットワークUTRANの間で変
化した場合に、最後に使用された拡張TDMAフレーム番号又はハイパーフレーム番号に関す
る情報を新しい無線アクセスネットワークに提供し、もとの無線アクセスネットワークと
同一の暗号化キー入力パラメータ408を新しい無線アクセスネットワークの暗号化アルゴ
リズム400の暗号化キー入力パラメータ408として使用する。このようにして、異なる内容
を有する暗号化されていないデータ414に対する同一マスク412の使用を回避することがで
きる。この手順がない場合には、例えば、ハンドオーバーなどによって接続が変化した際
に、ユーザー機器UEとGPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERAN間での新しい暗号化キー
の開始に必要なシグナリングを常に実行しなければならなくなる。基本的に、この手順は
、ユーザー機器UEの接続がGPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANと広帯域符号分割多
元接続法を使用する無線アクセスネットワークUTRAN間で変化した際に、ユーザー機器が
、最後に使用された拡張TDMAフレーム番号又はハイパーフレーム番号に関する情報を新し
い無線アクセスネットワークに提供する手段190、192、194を有するようにするか、或い
は、ユーザー機器UEの接続がGPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANと広帯域符号分割
多元接続法を使用する無線アクセスネットワークUTRAN間で変化した際に、GPRS/EDGE無線
アクセスネットワークGERANが、最後に使用された拡張TDMAフレーム番号又はハイパーフ
レーム番号に関する情報をユーザー機器UEから受信する手段180を有するようにするとい
う2つの方法で実装可能である。
【００７３】
前述の手順は、保存又は提供する情報が一定数の最上位のビットを有すると共に、その情
報を新しい無線接続又は無線アクセスネットワークにおいて使用する前に最上位ビットに
よって形成された番号の値を1だけ増分するように実装することが好ましい。このように
して、異なる内容を有する暗号化されていないデータ414に対して同一暗号化マスク412を
二回使用することを回避できる。これは、情報を新しい接続又は新しい無線アクセスネッ
トワークで使用する前に最上位ビットによって形成された番号の値を1だけ増分する手段4
02をユーザー機器UE又はGPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANのいずれかが有するよ
うにすることによって実装することができる。例えば、GERANからUTRANに移動する際には
、最上位の20ビットを保存し、UTRANからGERANに移動する際には、最上位の17ビットを保
存する。この結果、最下位の部分間の違いが問題とならず、同一の暗号化マスク412を二
回使用しないようにすることができる。
【００７４】
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図3のフローチャートを参照し、以下に、GPRS/EDGE無線アクセスネットワークGERANと移
動体システムのユーザー機器UE間でデータを伝送する方法において実行されるステップに
ついて説明する。この方法はブロック300から開始される。
【００７５】
ブロック302において、送信すべきデータを送信端で暗号化アルゴリズム400を使用して暗
号化する。
【００７６】
ブロック304において、この暗号化されたデータを送信端から受信端に伝送する。
【００７７】
ブロック306において、伝送されたデータを受信端で暗号化アルゴリズム400を使用して解
読する。
【００７８】
送信端及び受信端の両方にブロック310が配置されていることは、ユニバーサル移動体通
信システムの広帯域符号分割多元接続法を使用する無線アクセスネットワークUTRANの暗
号化アルゴリズム400を暗号化アルゴリズム400として使用しており、暗号化アルゴリズム
400が必要とする合意フォーマットの入力パラメータ402、404、406、408、410をGPRS/EDG
E無線アクセスネットワークGERANの動作パラメータに基づいて作成するという事実を示し
ている。
【００７９】
請求項で明らかにされているように、本方法は、ユーザー機器UEとGPRS/EDGE無線アクセ
スネットワークGERANの前述の好適な実施例を使用して変更することができる。
【００８０】
本明細書では、添付の図面に従って例を参照して本発明を説明しているが、本発明はそれ
らに限定されるものではなく、添付の請求項に開示されている発明概念の範囲内で様々に
変更可能であることは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【図１Ａ】　セルラネットワーク構成例を示す図である。
【図１Ｂ】　セルラネットワークをより詳細に示すブロック図を示す図である。
【図１Ｃ】　回線交換接続を示す図である。
【図１Ｄ】　パケット交換接続を示す図である。
【図２】　セルラネットワークのある部分のプロトコルスタック例を示す図である。
【図３】　データ伝送方法を示すフローチャートを示す図である。
【図４】　送信端での暗号化と受信端での解読を示す図である。
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