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概要

この資料はモビリティ 管理エンティティ（MME）の付加手順の無声ドロップが原因で起こる付
加失敗の数をチェックするのに使用されるカウンターを説明したものです。

問題： 無声ドロップが理由で MME 付加失敗

展開させたパケット システム（EPS）の付加プロシージャのための基本コール フロー。



付加プロシージャの間の主要な手順。

MME の方のユーザ設備（UE）送信付加要求。 この付加要求はまた PDN 接続 要求が含まれ
ています。

1.

MME は UE とすべての認証および暗号化関連プロシージャを行います。2.



MME はゲートウェイ（SGW）の動作に作成セッション要求を送信 し、SGW はパケット デ
ータ ネットワーク（PDN）ゲートウェイ（PGW）でセッションを作成しますおよび SGW
はと作成します MME へのセッション応答を応答します。

3.

MME は eNodeB に UE および最初のコンテキスト Setup 要求に付加を受け入れます送信 し
ます。

4.

eNodeB は E-RAB を行います（展開する– UE の無線アクセス所有者）セットアップ 手順。5.

eNodeB は UE の E-RAB が設定された後 MME への最初のコンテキスト セットアップ応答
を返します。

6.

UE 送信は成功したとして MME に完全接続し、ここにプロシージャを考慮されます接続し
ます。

7.

SGW に eNodeB S1-U （S1-User 平面）情報を送信 する SGW への MME 送信修正する所
有者要求。

8.

 付加プロシージャ gets はさまざまな原因が原因で失敗しましたが、ここにそれらの失敗を処理
する 2 つの方法です:

MME は UE に付加リジェクト メッセージを送ります。1.
MME は UE に付加リジェクト メッセージを送らないし、無言で付加プロシージャを廃棄し
ます。

2.

MME が付加リジェクトをそして送信 するとき EPS モビリティ 管理（EMM）がありますまたは
その付加リジェクトおよび MME と関連付けられる EPS セッション管理（ESM）原因にこれら
の値をトラッキングするさまざまなカウンターがあります。

MME は UE へ付加リジェクトを送信 しないで付加プロシージャを無言で廃棄できます。 少数の
考えられる原因はここにあります:

Authentication failed : および付加リジェクトが失敗すればまたはまたそれから達される認証
要求またはセキュリティモード コマンドの最大再送信ある時 MME が付加リジェクトを送信
されないか、付加要求が認証失敗が理由で送信 しなければ。

●

始められる UE は取り外します: 付加プロシージャがまだ続いている間 UE が取り外し要求を
送信 する時。

●

受け取った別の付加プロシージャ: 複数の付加要求は受け取られ、付加は受け入れませんまた
は付加 Accept 送信 されます。

●

進行中を取り外して下さい: および取り外しなさい時付加プロシージャ 衝突は起こります。●

無線セットアップ失敗: 問題が無線ネットワークにある時はいつでも。 これは UE と eNodeB
間の無線リンク問題、MME と eNodeB 間のネットワーク上の問題、先祖などのようなさま
ざまな問題が理由で起こる場合があります

●

ソフトウェア リリース 17.0 の前に、MME に無声付加プロシージャ廃棄を数える統計情報があり
ません。



解決策

リリース 17.0 から前に、付加プロシージャの無声ドロップを数えるカウンターは追加されます。

同じはコマンドで表示し、MME サービス統計情報を表示します冗長な MME サービス統計情報を
チェックすることができます。

[local]asr5000# show mme-service statistics

.........

    No Attach Reject/Accept:            0

      Authentication Fail:              0  UE initiated detach:                0

      Detach in progress:               0  Different Attach Recvd:             0

[local]asr5000# show mme-service statistics verbose

.............

Procedure Failure Reasons:

  Attach failure:                       0

    Max retx auth req:                  0  Max retx sec mode cmd:              0

    Max retx attach accept:             0  Setup timeout expiry:               0

    SCTP/S1-failure:                    0  Internal guard timeout:             0

    UE context release:                 0  Max retx ESM info req:              0

    Other reasons:                      0

  Intra MME TAU failure:                0

    Max retx auth req:                  0  Max retx sec mode cmd:              0

    Max retx TAU accept:                0  SCTP/S1-failure:                    0

    Internal guard timeout:             0  UE context release:                 0

    Other reasons:                      0

  Inter node TAU failure:               0

    Max retx auth req:                  0  Max retx sec mode cmd:              0

    Max retx TAU accept:                0  Setup timeout expiry:               0

    SCTP/S1-failure:                    0  Internal guard timeout:             0

    UE context release:                 0  Relocation failure:                 0

    Other reasons:                      0

  IM exit failure:                      0

    Max retx TAU accept:                0  SCTP/S1-failure:                    0

    Internal guard timeout:             0  UE context release:                 0

    Other reasons:                      0

これらは述べられるカウンターの説明表示します冗長な MME サービス統計情報をです。

付加失敗: 付加手順の総数は MME で壊れました。 また付加リジェクトが送信 された付加失
敗が含まれています。

●

最大 retx auth req: 接続された引き起こされた 認証の手順の総数は認証要求の最大再送信が
原因で壊れました。

●

最大 retx 秒 モード cmd: 接続された引き起こされた 認証の手順の総数はセキュリティモード
コマンドの最大再送信が原因で壊れました。

●

最大 retx 付加は受け入れます: 付加手順の総数は付加の最大再送信が原因で受け入れます壊
れました。

●



セットアップ タイムアウト終止: 付加手順の総数はセットアップ タイムアウトの終止が原因
で壊れました。

●

SCTP/S1-Failure: 付加手順の総数はストリーム コントロール トランスミッション プロトコ
ル（SCTP）が原因で壊れました。

●

内部 ガード タイムアウト: 付加手順の総数は内部 ガイド タイムアウトの終止が原因で壊れま
した。 これにはまた auth 手順のための内部 ガード タイムアウトが含まれています。 auth
プロシージャがおよび呼出されれば auth プロシージャはガード タイマーが打ち切られた原
因ですそれからまたこのタイマーが増長される。

●

UE コンテキスト リリース: 付加手順の総数は eNodeB からの UE コンテキスト リリースが
原因で壊れました。

●

最大 retx ESM ヒント req: 付加手順の総数は ESM info 要求の最大再送信が原因で壊れました
。

●

その他にも、次のような理由があります。 付加手順の総数は未知の理由が原因で壊れました
。

●

これらは出力される前述の CLI （コマンド ライン インターフェース）に相当して bulkstats カウ
ンターあります:

# MME サービス統計情報を表示して下さい

Bulkstats カウンター CLI カウンター
emm msgtx 付加 rej 送信合計 付加リジェクトは/受け入れません
emm msgtx 付加 auth 失敗 される 認証失敗
emm msgtx 付加 ue 始め取り外して下さい 始められる UE は取り外します
emm msgtx 付加取り外経過表示 進行中を取り外して下さい
emm msgtx 付加 diff 付加recv 別の付加 Recvd

#冗長な MME サービス統計情報を表示して下さい

Bulkstats カウンター CLI カウンター
付加プロシージャ故障する合計 付加失敗
付加プロシージャ故障する最大値retx auth req 最大 retx auth req
付加プロシージャ故障する最大値 retx 秒モードcmd 最大 retx 秒 モード cmd
付加プロシージャ故障する最大値 retx 付加受け入れて下さい 最大 retx 付加は受け入れます
付加プロシージャ故障するセットアップ タイムアウト Exp. セットアップ タイムアウト終止
付加プロシージャ故障する sctp 故障する SCTP/S1-failure
付加プロシージャ故障するガード タイムアウト Exp. 内部 ガード タイムアウト
付加プロシージャ故障する ue ctxt リリース UE コンテキスト リリース
付加プロシージャ故障する最大値 retx esm 情報req 最大 retx ESM ヒント req
付加プロシージャ故障する他原因  他の原因

これらのカウンターは無声失敗による付加プロシージャ失敗がきちんとを説明されるように主要
業績評価指標（KPIs）を計算している間考慮に入れられます。

関連情報



Rel 17.0 統計数参照●

3GPP 仕様 23.401●

3GPP 仕様 24.301●

Rel 17.0 MME 管理ガイド●

/content/dam/en/us/td/docs/wireless/asr_5000/17-0/PDF/17-Stat-Count-Reference.pdf
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.401/23401-d30.zip
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/24_series/24.301/24301-d20.zip
/content/dam/en/us/td/docs/wireless/asr_5000/17-0/PDF/17-MME-Admin.pdf
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