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概要

拒絶原因が「4G サブスクライバのためのアクティベーションによって拒否される明記していな
い」ときこの資料にモビリティ 管理エンティティ（MME）の付加リジェクト問題を解決する方
法を記述されています。

前提条件

要件

Cisco は StarOS のナレッジがあることを推奨します。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

問題

最初は、サービス プロバイダーは apn 再マップ表 設定が予想通り機能しない MME ノードで使
用する問題を報告しました。 この問題がホーム加入者サーバ（HSS）からドメイン ネーム シス
テム（DNS）によって、解決されない定期講読されない、APN （アクセス ポイント ネーム）使
用されて報告された末端 加入者はノードで、どこかに定義されないし。

MME はこの例に示すように付加要求を拒否しました:



Monday March 12 2018

<<<<OUTBOUND  03:40:25:602 Eventid:153002(3)

NAS Tx PDU, from 192.168.1.1:25 to 192.168.1.130:32878 (16)

Non Access Stratum (NAS) (16 bytes)

       NAS_MSG_SECURITY_HDR_INTEGRITY_PROTECTED_CIPHERED(0x2)

         MAC = 0xd6972b27

         NAS Count = 0x1

  EPS Mobility Management

    Protocol Discriminator

       EPS MOBILITY MANAGEMENT MESSAGES(0x7)

    Security Header Type

       NAS_MSG_SECURITY_HDR_PLAIN_NAS_MSG(0x0)

    Message Type

       ATTACH_REJECT(0x44)

    Attach Reject Cause

       ESM FAILURE(0x13)

    ESM CONTAINER

      EPS Session Management

        Protocol Discriminator

           EPS SESSION MANAGEMENT MESSAGES(0x2)

        EPS Bearer Id

          (0x0)

        Transaction Id

          (0x2)

        Message Type

           PDN_CONNECTIVITY_REJECT(0xd1)

        Reject Cause

           ACTIVATION REJECTED UNSPECIFIED(0x1f) 

トラブルシューティング

最初に間違って何かが apn 再マップ表のための MME の設定部品とあったことを疑われました。
ただし、それはチェックされたエンドツーエンドであり、問題は見つけられませんでした。

第 2 オプションとして、影響を与えられたサブスクライバのために送信 された HSS がチェック
された登録プロファイル。 すべてのパラメータは正しい見つけられ、必須ワイルドカード APN
エントリはまたありました。

更に、次のステップとして、モニタ サブスクライバおよび logging monitor トレースはこの問題
に直面したサンプル ユーザがあるように確認されました。

ログから MME がこのメッセージとの付加要求を拒否したことが分られました:

2017-Dec-19+15:39:33.947 [mme-app 147095 unusual] [11/0/8964 <sessmgr:5> mme_app_util.c:8296x]

[callid01442ba6] [context: s1-mme, contextID: x] [software internal user syslog] imsi

123456789012345, subscription validation failed for reason APN due to invalid context identifier

更に、MME がこのユーザ向けの HSS から受け取った登録プロファイルはチェックされました。
ワイルドカード APN にゼロとしてコンテキスト識別子値があったことが分られました（0）。

            [V] [M]  APN-Configuration

                Code:      0x00000596 (1430) APN-Configuration

                Flags:     0xc0       (192) [V]  [M]

                Length:    0x0000bc   (188)

                Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP



                 [V] [M]  Context-Identifier

                    Code:      0x0000058f (1423) Context-Identifier

                    Flags:     0xc0       (192) [V]  [M]

                    Length:    0x000010   (16)

                    Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

                    Data: 0             - - - - -  - - - - - - - > context-Identifier value set

as zero

[M] Service-Selection Code: 0x000001ed (493) Service-Selection Flags: 0x40 (64) [M] Length:

0x000009 (9) Data: *

解決策

3GPP TS 29.272 v12 のこのセクションの情報を、セクション 7.3.27 および 7.3.35 参照して下さ
い。

7.3.27 コンテキスト識別子

コンテキスト識別子 AVP は型 Unsigned32 です。

7.3.35 APN 設定

APN 設定 AVP は型グループ化されるです。 それはユーザの定期講読された APN コンフィギュ
レーションに関連情報が含まれています。 APN 設定 AVP のコンテキスト識別子はその APN 設
定を識別し、ゼロという値を持っていません。 なお、APN 設定 AVP のコンテキスト識別子はサ
ブスクリプションごとの EPS APN 設定を識別します。 多重 APN コンフィギュレーションを持
っている特定の EPS ユーザ向けにサービス セレクション AVP 値は APN 設定 AVP を渡ってユニ
ークです。

このように、理想的に、MME はゼロであるとこの値が期待しません。 各 APN のための
subsbcription データの下の APN 設定が HSS から届くので、それは HSS チームがゼロ以外数に
値を変更することができるように要求されました。

これにより問題は解決しました。 この全体のトラブルシューティング 手順の apn 再マップ表へ
の変更を行いませんでした。
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