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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取得ユニットおよび送信ユニット
を含み、
　前記取得ユニットは、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を取
得するように構成され、前記サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子
とサービスリンクに関する情報の対応を示すために使用され、前記サービスリンク識別子
は、ユーザ識別情報に対応し、
　前記送信ユニットは、NFVオーケストレータ(NFVO)に、前記取得ユニットによって取得
された前記サービスリンクテンプレート情報を送るように構成されるため、前記NFVOは、
前記サービスリンクテンプレート情報に従って、前記サービスリンクテンプレートのサー
ビスリンクに含まれる仮想化されたネットワーク機能VNFに対するルートおよびリソース
構成を実行することを要求する、
運用支援システム/ビジネス支援システムOSS/BSS。
【請求項２】
　前記OSS/BSSは、受信ユニットをさらに含み、
　前記受信ユニットは、前記サービスリンクテンプレート情報が受信されたことを示す情
報を受信するように構成される、
請求項1に記載のOSS/BSS。
【請求項３】
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　前記受信ユニットは、
　前記ルートおよびリソース構成が成功した場合、前記ルートおよびリソース構成が成功
したことを示す情報を受信する
ようにさらに構成される、請求項2に記載のOSS/BSS。
【請求項４】
　受信ユニットおよび送信ユニット
を含み、
　前記受信ユニットは、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を受
信するように構成され、前記サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子
とサービスリンクに関する情報の対応を示すために使用され、前記サービスリンク識別子
は、ユーザ識別情報に対応し、
　前記送信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを送るように構成され
、前記ルートおよびリソース構成要求メッセージは、前記サービスリンクテンプレート情
報に従って、前記サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対する
ルートおよびリソース構成を実行することを要求するために、前記受信ユニットによって
受信された前記サービスリンクテンプレート情報を運ぶ、
ネットワーク機能仮想化(NFV)オーケストレータ(NFVO)。
【請求項５】
　前記送信ユニットは、
　前記サービスリンクテンプレート情報に従って、前記サービスリンクテンプレートの前
記サービスリンクに含まれる前記VNFに対する前記ルートおよびリソース構成を実行する
ことを前記NFVOの外部にある第2の通信ユニットに要求するために、前記第2の通信ユニッ
トに前記ルートおよびリソース構成要求メッセージを送るように構成される、
請求項4に記載のNFVO。
【請求項６】
　前記送信ユニットは、
　前記受信ユニットが、前記サービスルートが通過する前記サービスリンクテンプレート
情報を受信した後、前記サービスリンクテンプレート情報が受信されたことを示す情報を
送る
ようにさらに構成される、請求項4または5に記載のNFVO。
【請求項７】
　前記受信ユニットは、
　前記ルートおよびリソース構成が成功した場合、前記ルートおよびリソース構成が成功
したことを示す情報を受信する
ようにさらに構成される、請求項4または5のいずれか一項に記載のNFVO。
【請求項８】
　ネットワーク機能仮想化(NFV)システムにおけるサービス実装のための方法であって、
　運用支援システム/ビジネス支援システム(OSS/BSS)によって、サービスルートが通過す
るサービスリンクテンプレート情報を取得するステップであって、前記サービスリンクテ
ンプレート情報は、サービスリンク識別子とサービスリンクに関する情報の対応を示すた
めに使用され、前記サービスリンク識別子は、ユーザ識別情報に対応する、ステップと、
　NFVオーケストレータ(NFVO)に前記サービスリンクテンプレート情報を送るステップで
あって、それにより、前記NFVOは、前記サービスリンクテンプレート情報に従って、前記
サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれる仮想化されたネットワーク機能
(VNF)に対するルートおよびリソース構成を実行することを要求する、ステップと
を含む方法。
【請求項９】
　前記サービスリンクテンプレート情報が受信されたことを示す情報を受信するステップ
をさらに含む、請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記ルートおよびリソース構成が成功した場合、前記ルートおよびリソース構成が成功
したことを示す情報を受信するステップ
をさらに含む、請求項8または9に記載の方法。
【請求項１１】
　ネットワーク機能仮想化(NFV)システムにおけるサービス実装のための方法であって、
　NFVオーケストレータ(NFVO)によって、サービスルートが通過するサービスリンクテン
プレート情報を受信するステップであって、前記サービスリンクテンプレート情報は、サ
ービスリンク識別子とサービスリンクに関する情報の対応を示すために使用され、前記サ
ービスリンク識別子は、ユーザ識別情報に対応する、ステップと、
　ルートおよびリソース構成要求メッセージを送るステップであって、前記ルートおよび
リソース構成要求メッセージは、前記サービスリンクテンプレート情報に従って、前記サ
ービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソー
ス構成を実行することを要求するために、前記サービスリンクテンプレート情報を運ぶ、
ステップと
を含む方法。
【請求項１２】
　ルートおよびリソース構成要求メッセージを送る前記ステップは、
　前記サービスリンクテンプレート情報に従って、前記サービスリンクテンプレートの前
記サービスリンクに含まれる前記VNFに対する前記ルートおよびリソース構成を実行する
ことを前記NFVOの外部にある第2の通信ユニットに要求するために、前記第2の通信ユニッ
トに前記ルートおよびリソース構成要求メッセージを送るステップ
を含む、請求項11に記載の方法。
【請求項１３】
　NFVOによって、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を受信する
前記ステップの後に、
　前記サービスリンクテンプレート情報が受信されたことを示す情報を送るステップ
をさらに含む、請求項11または12に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ルートおよびリソース構成が成功した場合、前記ルートおよびリソース構成が成功
したことを示す情報を受信するステップ
をさらに含む請求項11から13のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信領域に関し、特に、NFVシステムにおけるサービス実装のための方法お
よび通信ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信技術の開発によって、ネットワーク機能仮想化(Network Function Virtualization
、NFV)技術はますます成熟しつつあり、NFVアーキテクチャについての関連する記述は、
特定の実装方法の部分の序文の部分において提供されるため、ここでは詳細については記
述しない。
【０００３】
　NFVのマルチレイヤの複雑な構造では、仮想機能エンティティとして、仮想化されたネ
ットワーク機能(Virtualization Network Function、VNF)は、NFVインフラストラクチャ(
NFV Infrastructure、NFVI)ユニットの物理的なリソースによって提供される計算、記憶
、およびネットワーク接続能力のサポートに依存している。VNF間の接続は論理リンク接
続であり、複数のVNFは、論理リンクを使用することによって特定の順に接続され、サー
ビスデータ処理のためにサービスリンクを構成することができる。しかし、どのようにNF
Vネットワークサービスリンクを確立するかは、現在、解決される必要のある問題である



(4) JP 6408602 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の実施形態は、NFVネットワークサービスリンクの確立を実装することができる
、NFVシステムにおけるサービス実装のための方法および通信ユニットを提供する。
【０００５】
　前述の目的を達成するために、本発明の実施形態では以下の解決策が提供される。
【０００６】
　第1の態様によれば、第1の通信ユニットが提供され、第1の通信ユニットは、
　サービスリンクルール取得ユニット、サービスリンク情報取得ユニット、およびメッセ
ージ送信ユニット
を含み、
　サービスリンクルール取得ユニットは、サービスリンクルールを取得するように構成さ
れ、サービスリンクルールは、実行される必要のあるサービス処理を示すために使用され
、
　サービスリンク情報取得ユニットは、サービスリンクルール取得ユニットによって取得
されたサービスリンクルールに従って、サービスルートが通過するサービスリンクに関す
る情報を取得するように構成され、サービスリンクに関する情報は、サービスルートが通
過する仮想化されたネットワーク機能VNFに関する情報を示すために使用され、VNFはサー
ビス処理のために構成され、
　メッセージ送信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを送るように構
成され、ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する情報に従
って、サービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行すること
を要求するために、サービスリンク情報取得ユニットによって取得されたサービスリンク
に関する情報を運ぶ。
【０００７】
　第1の態様に関して、第1の態様の第1の可能な実装方法では、第1の通信ユニットは、情
報決定ユニットをさらに含み、
　情報決定ユニットは、サービスリンク情報取得ユニットが、サービスリンクルール取得
ユニットによって取得されたサービスリンクルールに従って、サービスルートが通過する
サービスリンクに関する情報を取得する前に、サービスリンクルールがサービスリンクに
関する情報を含むかどうかを決定するように構成され、
　サービスリンク情報取得ユニットは、
　情報決定モジュール、メッセージ送信モジュール、受信モジュール、および生成モジュ
ール
を含み、
　情報決定モジュールは、サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んで
いないと情報決定ユニットが決定した場合、サービスリンクルールに従って、サービスル
ートが通過するVNFのタイプおよびVNFのタイプの各VNFタイプに含まれるVNFの識別情報を
決定するように構成され、
　メッセージ送信モジュールは、問い合わせ要求メッセージを送るように構成され、問い
合わせ要求メッセージは、VNFの識別情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情
報を問い合わせることを要求するために、各VNFタイプに含まれるVNFの情報決定モジュー
ルによって決定された識別情報を運び、第1の情報は、ネットワーク機能仮想化インフラ
ストラクチャNFVIのネットワークトポロジ、ノード能力、および状態を示すために使用さ
れ、
　受信モジュールは、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を受信するように構成され
、
　生成モジュールは、各VNFタイプに含まれるVNFの受信モジュールによって受信された、
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第1の情報に従ってサービスリンクに関する情報を生成するように構成される。
【０００８】
　第1態様の第1の可能な実装方法に関して、第1の態様の第2の可能な実装方法では、サー
ビスリンク情報取得ユニットは、取得モジュールをさらに含み、
　取得モジュールは、サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでいる
場合、サービスリンクルールに含まれるサービスリンクに関する情報を取得するように構
成される。
【０００９】
　第1の態様の第1の可能な実装方法または第1の態様の第2の可能な実装方法に関して、第
1の態様の第3の可能な実装方法では、メッセージ送信モジュールは、
　VNFの識別情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を問い合わせることを
第2の通信ユニットに要求するために、第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを
送る
ように構成される。
【００１０】
　第1の態様の第3の可能な実装方法に関して、第1の態様の第4の可能な実装方法では、メ
ッセージ送信モジュールは、
　VNFマネージャVNFMを使用することによって第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセ
ージを送るために、VNFMに問い合わせ要求メッセージを送る
ように構成される。
【００１１】
　第1の態様の第4の可能な実装方法に関して、第1の態様の第5の可能な実装方法では、メ
ッセージ送信モジュールは、
　VNFMを使用することによってネットワーク機能仮想化NFVオーケストレータNFVOに問い
合わせ要求メッセージを送るため、およびNFVOを使用することによって第2の通信ユニッ
トに問い合わせ要求メッセージを送るために、VNFMに問い合わせ要求メッセージを送る
ように構成される。
【００１２】
　第1の態様の第3の可能な実装方法に関して、第1の態様の第6の可能な実装方法では、メ
ッセージ送信モジュールは、
　運用支援システム/ビジネス支援システムOSS/BSSを使用することによってNFVOに問い合
わせ要求メッセージを送るため、およびNFVOを使用することによって第2の通信ユニット
に問い合わせ要求メッセージを送るために、OSS/BSSに問い合わせ要求メッセージを送る
ように構成される。
【００１３】
　第1の態様の第6の可能な実装方法に関して、第1の態様の第7の可能な実装方法では、メ
ッセージ送信モジュールは、
　OSS/BSSを使用することによってNFVOに問い合わせ要求メッセージを送るため、NFVOを
使用することによってVNFMに問い合わせ要求メッセージを送るため、およびVNFMを使用す
ることによって第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送るために、OSS/BSSに
問い合わせ要求メッセージを送る
ように構成される。
【００１４】
　第1の態様の第7の可能な実装方法への第1の態様に関して、第1の態様の第8の可能な実
装方法では、メッセージ送信ユニットは、
　ルートおよびリソース構成を実行するように第2の通信ユニットに要求するために、第2
の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る
ように構成される。
【００１５】
　第1の態様の第8の可能な実装方法に関して、第1の態様の第9の可能な実装方法では、メ
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ッセージ送信ユニットは、
　VNFMを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッ
セージを送るために、VNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る
ように構成される。
【００１６】
　第1の態様の第9の可能な実装方法に関して、第1の態様の第10の可能な実装方法では、
メッセージ送信ユニットは、
　VNFMを使用することによってNFVOにルートおよびリソース構成要求メッセージを送るた
め、およびNFVOを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成
要求メッセージを送るために、VNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る
ように構成される。
【００１７】
　第1の態様の第8の可能な実装方法に関して、第1の態様の第11の可能な実装方法では、
メッセージ送信ユニットは、
　OSS/BSSを使用することによってNFVOにルートおよびリソース構成要求メッセージを送
るため、およびNFVOを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース
構成要求メッセージを送るために、OSS/BSSにルートおよびリソース構成要求メッセージ
を送る
ように構成される。
【００１８】
　第1の態様の第11の可能な実装方法に関して、第1の態様の第12の可能な実装方法では、
メッセージ送信ユニットは、
　OSS/BSSを使用することによってNFVOにルートおよびリソース構成要求メッセージを送
るため、NFVOを使用することによってVNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを
送るため、およびVNFMを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソー
ス構成要求メッセージを送るために、OSS/BSSにルートおよびリソース構成要求メッセー
ジを送る
ように構成される。
【００１９】
　第1の態様から第1の態様の第12の可能な実装方法に関して、第1の態様の第13の可能な
実装方法では、第1の通信ユニットは、受信ユニットをさらに含み、
　受信ユニットは、ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構
成が成功したことを示す情報を受信するように構成される。
【００２０】
　第2の態様によれば、第2の通信ユニットが提供され、第2の通信ユニットは、
　受信ユニットおよび構成ユニット
を含み、
　受信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信するように構成され
、ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する情報に従って、
サービスリンクに含まれる仮想化されたネットワーク機能VNFに対するルートおよびリソ
ース構成を実行することを要求するために、サービスルートが通過するサービスリンクに
関する情報を運び、サービスリンクに関する情報は、サービスリンクルールに従って取得
され、サービスリンクルールは、実行される必要のあるサービス処理を示すために使用さ
れ、サービスリンクに関する情報は、サービスルートが通過するVNFに関する情報を示す
ために使用され、VNFはサービス処理のために構成され、
　構成ユニットは、受信ユニットによって受信されたサービスリンクに関する情報、およ
びネットワーク機能仮想化インフラストラクチャNFVIの物理的なリソースに関する情報に
従って、サービスリンクに含まれるVNFに対するサービスルートおよびリソース構成を実
行するように構成される。
【００２１】
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　第1の態様に関して、第2の態様の第1の可能な実装方法では、第2の通信ユニットは、
　問い合わせユニットおよび送信ユニット
をさらに含み、
　受信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信する前に、問い合わ
せ要求メッセージを受信するようにさらに構成され、問い合わせ要求メッセージは、VNF
の識別情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を問い合わせることを要求
するために、サービスルートが通過するVNFのタイプの各VNFタイプに含まれるVNFの識別
情報を運び、第1の情報は、NFVIのネットワークトポロジ、ノード能力、および状態を示
すために使用され、
　問い合わせユニットは、受信ユニットによって受信された問い合わせ要求メッセージに
従って、NFVIの物理的なリソースを問い合わせ、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報
を取得するように構成され、
　送信ユニットは、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報に従ってサービスリンクに関
する情報を生成するために、各VNFタイプに含まれるVNFの問い合わせを通じて問い合わせ
ユニットによって取得された第1の情報を送るように構成される。
【００２２】
　第2の態様または第2の態様の第1の可能な実装方法に関して、第2の態様の第2の可能な
実装方法では、受信ユニットは、
　VNFマネージャVNFMによって送られたルートおよびリソース構成要求メッセージを受信
する
ように構成される。
【００２３】
　第2の態様または第2の態様の第1の可能な実装方法に関して、第2の態様の第3の可能な
実装方法では、受信ユニットは、
　VNF運用支援システム/ビジネス支援システムOSS/BSSによって送られたルートおよびリ
ソース構成要求メッセージを受信する
ように構成される。
【００２４】
　第2の態様から第2の態様の第3の可能な実装方法に関して、第2の態様の第4の可能な実
装方法では、送信ユニットは、
　ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成功したこと
を示す情報を送る
ようにさらに構成される。
【００２５】
　第3の態様によれば、運用支援システム/ビジネス支援システムOSS/BSSが提供され、OSS
/BSSは、
　取得ユニットおよび送信ユニット
を含み、
　取得ユニットは、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を取得す
るように構成され、サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサービ
スリンクに関する情報の対応を示すために使用され、
　送信ユニットは、NFVオーケストレータNFVOに、取得ユニットによって取得されたサー
ビスリンクテンプレート情報を送るように構成されるため、NFVOは、サービスリンクテン
プレート情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれる仮想化
されたネットワーク機能VNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを要求す
る。
【００２６】
　第3の態様に関して、第3の態様の第1の可能な実装方法では、OSS/BSSは、受信ユニット
をさらに含み、
　受信ユニットは、サービスリンクテンプレート情報が受信されたことを示す情報を受信
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するように構成される。
【００２７】
　第3の態様または第3の態様の第1の可能な実装方法に関して、第3の態様の第2の可能な
実装方法では、受信ユニットは、
　ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成功したこと
を示す情報を受信する
ようにさらに構成される。
【００２８】
　第4の態様によれば、ネットワーク機能仮想化NFVオーケストレータNFVOが提供され、NF
VOは、
　受信ユニットおよび送信ユニット
を含み、
　受信ユニットは、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を受信す
るように構成され、サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサービ
スリンクに関する情報の対応を示すために使用され、
　送信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを送るように構成され、ル
ートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクテンプレート情報に従って、
サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソ
ース構成を実行することを要求するために、受信ユニットによって受信されたサービスリ
ンクテンプレート情報を運ぶ。
【００２９】
　第4の態様に関して、第4の態様の第1の可能な実装方法では、送信モジュールは、
　サービスリンクテンプレート情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリ
ンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを第2の通信ユニッ
トに要求するために、第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセージを
送る
ように構成される。
【００３０】
　第4の態様または第4の態様の第1の可能な実装方法に関して、第4の態様の第2の可能な
実装方法では、送信ユニットは、
　受信ユニットが、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を受信し
た後、サービスリンクテンプレート情報が受信されたことを示す情報を送る
ようにさらに構成される。
【００３１】
　第4の態様から第4の態様の第2の可能な実装方法に関して、第4の態様の第3の可能な実
装方法では、受信ユニットは、
　ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成功したこと
を示す情報を受信する
ようにさらに構成される。
【００３２】
　第5の態様によれば、第2の通信ユニットが提供され、第2の通信ユニットは、
　受信ユニットおよび構成ユニット
を含み、
　受信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信するように構成され
、ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクテンプレート情報に従っ
て、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよび
リソース構成を実行することを要求するために、サービスルートが通過するサービスリン
クテンプレート情報を運び、サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子
とサービスリンクに関する情報の対応を示すために使用され、
　構成ユニットは、受信ユニットによって受信されたサービスリンクテンプレート情報、
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およびネットワーク機能仮想化インフラストラクチャNFVIの物理的なリソースに関する情
報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルー
トおよびリソース構成を実行するように構成される。
【００３３】
　第5の態様に関して、第5の態様の第1の可能な実装方法では、受信ユニットは、
　NFVオーケストレータNFVOによって送られたルートおよびリソース構成要求メッセージ
を受信する
ように構成される。
【００３４】
　第5の態様の第1の可能な実装方法に関して、第5の態様の第2の可能な実装方法では、第
2の通信ユニットは、送信ユニットをさらに含み、
　送信ユニットは、ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構
成が成功したことを示す情報を送るように構成される。
【００３５】
　第6の態様によれば、ネットワーク機能仮想化NFVシステムにおけるサービス実装のため
の方法が提供され、方法は、
　第1の通信ユニットによって、サービスリンクルールを取得するステップであって、サ
ービスリンクルールは、実行される必要のあるサービス処理を示すために使用される、ス
テップと、
　サービスリンクルールに従って、サービスルートが通過するサービスリンクに関する情
報を取得するステップであって、サービスリンクに関する情報は、サービスルートが通過
する仮想化されたネットワーク機能VNFに関する情報を示すために使用され、VNFはサービ
ス処理のために構成される、ステップと、
　ルートおよびリソース構成要求メッセージを送るステップであって、ルートおよびリソ
ース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する情報に従って、サービスリンクに含
まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを要求するために、サービ
スリンクに関する情報を運ぶ、ステップと
を含む。
【００３６】
　第6の態様に関して、第6の態様の第1の可能な実装方法では、サービスリンクルールに
従って、サービスルートが通過するサービスリンクに関する情報を取得するステップの前
に、方法は、
　サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含むかどうかを決定するステッ
プ
をさらに含み、
　サービスリンクルールに従って、サービスルートが通過するサービスリンクに関する情
報を取得するステップは、
　サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでいない場合、サービスリ
ンクルールに従って、サービスルートが通過するVNFのタイプおよびVNFのタイプの各VNF
タイプに含まれるVNFの識別情報を決定するステップと、
　問い合わせ要求メッセージを送るステップであって、問い合わせ要求メッセージは、VN
Fの識別情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を問い合わせることを要求
するために、各VNFタイプに含まれるVNFの識別情報を運び、第1の情報は、ネットワーク
機能仮想化インフラストラクチャNFVIのネットワークトポロジ、ノード能力、および状態
を示すために使用される、ステップと、
　各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を受信するステップと、
　各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報に従ってサービスリンクに関する情報を生成す
るステップと
を含む。
【００３７】
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　第6の態様の第1の可能な実装方法に関して、第6の態様の第2の可能な実装方法では、サ
ービスリンクルールに従って、サービスルートが通過するサービスリンクに関する情報を
取得するステップは、
　サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでいる場合、サービスリン
クルールに含まれるサービスリンクに関する情報を取得するステップ
をさらに含む。
【００３８】
　第6の態様の第1の可能な実装方法または第6の態様の第2の可能な実装方法に関して、第
6の態様の第3の可能な実装方法では、問い合わせ要求メッセージを送るステップは、
　VNFの識別情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を問い合わせることを
第2の通信ユニットに要求するために、第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを
送るステップ
を含む。
【００３９】
　第6の態様の第3の可能な実装方法に関して、第6の態様の第4の可能な実装方法では、第
2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送るステップは、
　VNFマネージャVNFMを使用することによって第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセ
ージを送るために、VNFMに問い合わせ要求メッセージを送るステップ
を含む。
【００４０】
　第6の態様の第4の可能な実装方法に関して、第6の態様の第5の可能な実装方法では、VN
FMを使用することによって第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送るために
、VNFMに問い合わせ要求メッセージを送るステップは、
　VNFMを使用することによってNFVオーケストレータNFVOに問い合わせ要求メッセージを
送るため、およびNFVOを使用することによって第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッ
セージを送るために、VNFMに問い合わせ要求メッセージを送るステップ
を含む。
【００４１】
　第6の態様の第3の可能な実装方法に関して、第6の態様の第6の可能な実装方法では、第
2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送るステップは、
　運用支援システム/ビジネス支援システムOSS/BSSを使用することによってNFVOに問い合
わせ要求メッセージを送るため、およびNFVOを使用することによって第2の通信ユニット
に問い合わせ要求メッセージを送るために、OSS/BSSに問い合わせ要求メッセージを送る
ステップ
を含む。
【００４２】
　第6の態様の第6の可能な実装方法に関して、第6の態様の第7の可能な実装方法では、OS
S/BSSを使用することによってNFVOに問い合わせ要求メッセージを送るため、およびNFVO
を使用することによって第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送るために、O
SS/BSSに問い合わせ要求メッセージを送るステップは、
　OSS/BSSを使用することによってNFVOに問い合わせ要求メッセージを送るため、NFVOを
使用することによってVNFMに問い合わせ要求メッセージを送るため、およびVNFMを使用す
ることによって第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送るために、OSS/BSSに
問い合わせ要求メッセージを送るステップ
を含む。
【００４３】
　第6の態様から第6の態様の第7の可能な実装方法に関して、第6の態様の第8の可能な実
装方法では、ルートおよびリソース構成要求メッセージを送るステップは、
　ルートおよびリソース構成を実行することを第2の通信ユニットに要求するために、第2
の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセージを送るステップ
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を含む。
【００４４】
　第6の態様の第8の可能な実装方法に関して、第6の態様の第9の可能な実装方法では、ル
ートおよびリソース構成要求メッセージを第2の通信ユニットに送るステップは、
　VNFMを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッ
セージを送るために、VNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを送るステップ
を含む。
【００４５】
　第6の態様の第9の可能な実装方法に関して、第6の態様の第10の可能な実装方法では、V
NFMを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセー
ジを送るために、ルートおよびリソース構成要求メッセージをVNFMに送るステップは、
　VNFMを使用することによってNFVOにルートおよびリソース構成要求メッセージを送るた
め、およびNFVOを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成
要求メッセージを送るために、VNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを送るス
テップ
を含む。
【００４６】
　第6の態様の第8の可能な実装方法に関して、第6の態様の第11の可能な実装方法では、
ルートおよびリソース構成要求メッセージを第2の通信ユニットに送るステップは、
　OSS/BSSを使用することによってNFVOにルートおよびリソース構成要求メッセージを送
るため、およびNFVOを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース
構成要求メッセージを送るために、OSS/BSSにルートおよびリソース構成要求メッセージ
を送るステップ
を含む。
【００４７】
　第6の態様の第11の可能な実装方法に関して、第6の態様の第12の可能な実装方法では、
OSS/BSSを使用することによってNFVOにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る
ため、およびNFVOを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース構
成要求メッセージを送るために、ルートおよびリソース構成要求メッセージをOSS/BSSに
送るステップは、
　OSS/BSSを使用することによってNFVOにルートおよびリソース構成要求メッセージを送
るため、NFVOを使用することによってVNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを
送るため、およびVNFMを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソー
ス構成要求メッセージを送るために、OSS/BSSにルートおよびリソース構成要求メッセー
ジを送るステップ
を含む。
【００４８】
　第6の態様から第6の態様の第12の可能な実装方法に関して、第6の態様の第13の可能な
実装方法では、方法は、
　ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成功したこと
を示す情報を受信するステップ
をさらに含む。
【００４９】
　第7の態様によれば、ネットワーク機能仮想化NFVシステムにおけるサービス実装のため
の方法が提供され、方法は、
　第2の通信ユニットによって、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信するス
テップであって、ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する
情報に従って、サービスリンクに含まれる仮想化されたネットワーク機能VNFに対するル
ートおよびリソース構成を実行することを要求するために、サービスルートが通過するサ
ービスリンクに関する情報を運び、サービスリンクに関する情報は、サービスリンクルー
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ルに従って取得され、サービスリンクルールは、実行される必要のあるサービス処理を示
すために使用され、サービスリンクに関する情報は、サービスルートが通過するVNFに関
する情報を示すために使用され、VNFはサービス処理のために構成される、ステップと、
　サービスリンクに関する情報、およびネットワーク機能仮想化インフラストラクチャNF
VIの物理的なリソースに関する情報に従って、サービスリンクに含まれるVNFに対するサ
ービスルートおよびリソース構成を実行するステップと
を含む。
【００５０】
　第7の態様に関して、第7の態様の第1の可能な実装方法では、ルートおよびリソース構
成要求メッセージを受信するステップの前に、方法は、
　問い合わせ要求メッセージを受信するステップであって、問い合わせ要求メッセージは
、VNFの識別情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を問い合わせることを
要求するために、サービスルートが通過するVNFのタイプの各VNFタイプに含まれるVNFの
識別情報を運び、第1の情報は、NFVIのネットワークトポロジ、ノード能力、および状態
を示すために使用される、ステップと、
　問い合わせ要求メッセージに従って、NFVIの物理的なリソースを問い合わせ、各VNFタ
イプに含まれるVNFの第1の情報を取得するステップと、
　各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報に従って、サービスリンクに関する情報を生成
するために、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を送るステップと
をさらに含む。
【００５１】
　第7の態様または第7の態様の第1の可能な実装方法に関して、第7の態様の第2の可能な
実装方法では、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信するステップは、
　VNFマネージャVNFMによって送られたルートおよびリソース構成要求メッセージを受信
するステップ
を含む。
【００５２】
　第7の態様または第7の態様の第1の可能な実装方法に関して、第7の態様の第3の可能な
実装方法では、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信するステップは、
　VNF運用支援システム/ビジネス支援システムOSS/BSSによって送られたルートおよびリ
ソース構成要求メッセージを受信するステップ
を含む。
【００５３】
　第7の態様から第7の態様の第3の可能な実装方法に関して、第7の態様の第4の可能な実
装方法では、方法は、
　ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成功したこと
を示す情報を送るステップ
をさらに含む。
【００５４】
　第8の態様によれば、ネットワーク機能仮想化NFVシステムにおけるサービス実装のため
の方法が提供され、方法は、
　運用支援システム/ビジネス支援システムOSS/BSSによって、サービスルートが通過する
サービスリンクテンプレート情報を取得するステップであって、サービスリンクテンプレ
ート情報は、サービスリンク識別子とサービスリンクに関する情報の対応を示すために使
用される、ステップと、
　NFVオーケストレータNFVOにサービスリンクテンプレート情報を送るステップであって
、それにより、NFVOは、サービスリンクテンプレート情報に従って、サービスリンクテン
プレートのサービスリンクに含まれる仮想化されたネットワーク機能VNFに対するルート
およびリソース構成を実行することを要求する、ステップと
を含む。
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【００５５】
　第8の態様に関して、第8の態様の第1の可能な実装方法では、方法は、
　サービスリンクテンプレート情報が受信されたことを示す情報を受信するステップ
をさらに含む。
【００５６】
　第8の態様または第8の態様の第1の可能な実装方法に関して、第8の態様の第2の可能な
実装方法では、方法は、
　ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成功したこと
を示す情報を受信するステップ
をさらに含む。
【００５７】
　第9の態様によれば、ネットワーク機能仮想化NFVシステムにおけるサービス実装のため
の方法が提供され、方法は、
　NFVオーケストレータNFVOによって、サービスルートが通過するサービスリンクテンプ
レート情報を受信するステップであって、サービスリンクテンプレート情報は、サービス
リンク識別子とサービスリンクに関する情報の対応を示すために使用される、ステップと
、
　ルートおよびリソース構成要求メッセージを送るステップであって、ルートおよびリソ
ース構成要求メッセージは、サービスリンクテンプレート情報に従って、サービスリンク
テンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行
することを要求するために、サービスリンクテンプレート情報を運ぶ、ステップと
を含む。
【００５８】
　第9の態様に関して、第9の態様の第1の可能な実装方法では、ルートおよびリソース構
成要求メッセージを送るステップは、
　サービスリンクテンプレート情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリ
ンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを第2の通信ユニッ
トに要求するために、第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセージを
送るステップ
を含む。
【００５９】
　第9の態様または第9の態様の第1の可能な実装方法に関して、第9の態様の第2の可能な
実装方法では、NFVOによって、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情
報を受信するステップの後に、方法は、
　サービスリンクテンプレート情報が受信されたことを示す情報を送るステップ
をさらに含む。
【００６０】
　第9の態様から第9の態様の第2の可能な実装方法に関して、第9の態様の第3の可能な実
装方法では、方法は、
　ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成功したこと
を示す情報を受信するステップ
をさらに含む。
【００６１】
　第10の態様によれば、ネットワーク機能仮想化NFVシステムにおけるサービス実装のた
めの方法が提供され、方法は、
　第2の通信ユニットによって、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信するス
テップであって、ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクテンプレ
ート情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対す
るルートおよびリソース構成を実行することを要求するために、サービスルートが通過す
るサービスリンクテンプレート情報を運び、サービスリンクテンプレート情報は、サービ
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スリンク識別子とサービスリンクに関する情報の対応を示すために使用される、ステップ
と、
　サービスリンクに関する情報、およびネットワーク機能仮想化インフラストラクチャNF
VIの物理的なリソースに関する情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリ
ンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行するステップと
を含む。
【００６２】
　第10の態様に関して、第10の態様の第1の可能な実装方法では、ルートおよびリソース
構成要求メッセージを受信するステップは、
　NFVオーケストレータNFVOによって送られたルートおよびリソース構成要求メッセージ
を受信するステップ
を含む。
【００６３】
　第10の態様または第10の態様の第1の可能な実装方法に関して、第10の態様の第2の可能
な実装方法では、方法は、
　ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成功したこと
を示す情報を送るステップ
をさらに含む。
【００６４】
　第11の態様によれば、第1の通信ユニットが提供され、第1の通信ユニットは、
　プロセッサおよび送信機
を含み、
　プロセッサは、サービスリンクルールを取得するように構成され、サービスリンクルー
ルは、実行される必要のあるサービス処理を示すために使用され、
　プロセッサは、サービスリンクルールに従って、サービスルートが通過するサービスリ
ンクに関する情報を取得するようにさらに構成され、サービスリンクに関する情報は、サ
ービスルートが通過する仮想化されたネットワーク機能VNFに関する情報を示すために使
用され、VNFはサービス処理のために構成され、
　送信機は、ルートおよびリソース構成要求メッセージを送るように構成され、ルートお
よびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する情報に従って、サービスリ
ンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを要求するために
、プロセッサによって取得されたサービスリンクに関する情報を運ぶ。
【００６５】
　第11の態様に関して、第11の態様の第1の可能な実装方法では、プロセッサは、サービ
スリンクルールに従って、サービスルートが通過するサービスリンクに関する情報を取得
する前に、サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含むかどうかを決定す
るようにさらに構成され、
　サービスリンクルールに従って、サービスルートが通過するサービスリンクに関する情
報を取得するようにさらに構成されているプロセッサは、
　サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでいない場合、サービスリ
ンクルールに従って、サービスルートが通過するVNFのタイプおよびVNFのタイプの各VNF
タイプに含まれるVNFの識別情報を決定するステップと、
　問い合わせ要求メッセージを送るステップであって、問い合わせ要求メッセージは、VN
Fの識別情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を問い合わせることを要求
するために、各VNFタイプに含まれるVNFの識別情報を運び、第1の情報は、ネットワーク
機能仮想化インフラストラクチャNFVIのネットワークトポロジ、ノード能力、および状態
を示すために使用される、ステップと、
　各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を受信するステップと、
　各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報に従ってサービスリンクに関する情報を生成す
るステップと
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を含む。
【００６６】
　第11の態様の第1の可能な実装方法に関して、第11の態様の第2の可能な実装方法では、
サービスリンクルールに従ってプロセッサによって、サービスルートが通過するサービス
リンクに関する情報を取得するステップは、
　サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでいる場合、サービスリン
クルールに含まれるサービスリンクに関する情報を取得するステップ
をさらに含む。
【００６７】
　第11の態様の第1の可能な実装方法または第11の態様の第2の可能な実装方法に関して、
第11の態様の第3の可能な実装方法では、プロセッサによって、問い合わせ要求メッセー
ジを送るステップは、
　VNFの識別情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を問い合わせることを
第2の通信ユニットに要求するために、第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを
送るステップ
を含む。
【００６８】
　第11の態様の第3の可能な実装方法に関して、第11の態様の第4の可能な実装方法では、
プロセッサによって、問い合わせ要求メッセージを送るステップは、
　VNFマネージャVNFMを使用することによって第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセ
ージを送るために、VNFMに問い合わせ要求メッセージを送るステップ
を含む。
【００６９】
　第11の態様の第4の可能な実装方法に関して、第11の態様の第5の可能な実装方法では、
プロセッサによって、問い合わせ要求メッセージを送るステップは、
　VNFMを使用することによってネットワーク機能仮想化NFVオーケストレータNFVOに問い
合わせ要求メッセージを送るため、およびNFVOを使用することによって第2の通信ユニッ
トに問い合わせ要求メッセージを送るために、VNFMに問い合わせ要求メッセージを送るス
テップ
を含む。
【００７０】
　第11の態様の第3の可能な実装方法に関して、第11の態様の第6の可能な実装方法では、
プロセッサによって、問い合わせ要求メッセージを送るステップは、
　OSS/BSSを使用することによってNFVOに問い合わせ要求メッセージを送るため、およびN
FVOを使用することによって第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送るために
、運用支援システム/ビジネス支援システムOSS/BSSに問い合わせ要求メッセージを送るス
テップ
を含む。
【００７１】
　第11の態様の第6の可能な実装方法に関して、第11の態様の第7の可能な実装方法では、
プロセッサによって、問い合わせ要求メッセージを送るステップは、
　OSS/BSSを使用することによってNFVOに問い合わせ要求メッセージを送るため、NFVOを
使用することによってVNFMに問い合わせ要求メッセージを送るため、およびVNFMを使用す
ることによって第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送るために、OSS/BSSに
問い合わせ要求メッセージを送るステップ
を含む。
【００７２】
　第11の態様から第11の態様の第7の可能な実装方法に関して、第11の態様の第8の可能な
実装方法では、送信機は、
　ルートおよびリソース構成を実行するように第2の通信ユニットに要求するために、第2
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の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る
ように構成される。
【００７３】
　第11の態様の第8の可能な実装方法に関して、第11の態様の第9の可能な実装方法では、
送信機は、
　VNFMを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッ
セージを送るために、VNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る
ように構成される。
【００７４】
　第11の態様の第9の可能な実装方法に関して、第11の態様の第10の可能な実装方法では
、送信機は、
　VNFMを使用することによってNFVOにルートおよびリソース構成要求メッセージを送るた
め、およびNFVOを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成
要求メッセージを送るために、VNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る
ように構成される。
【００７５】
　第11の態様の第8の可能な実装方法に関して、第11の態様の第11の可能な実装方法では
、送信機は、
　OSS/BSSを使用することによってNFVOにルートおよびリソース構成要求メッセージを送
るため、およびNFVOを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース
構成要求メッセージを送るために、OSS/BSSにルートおよびリソース構成要求メッセージ
を送る
ように構成される。
【００７６】
　第11の態様の第11の可能な実装方法に関して、第11の態様の第12の可能な実装方法では
、送信機は、
　OSS/BSSを使用することによってNFVOにルートおよびリソース構成要求メッセージを送
るため、NFVOを使用することによってVNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを
送るため、およびVNFMを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソー
ス構成要求メッセージを送るために、OSS/BSSにルートおよびリソース構成要求メッセー
ジを送る
ように構成される。
【００７７】
　第11の態様から第11の態様の第12の可能な実装方法に関して、第11の態様の第13の可能
な実装方法では、第1の通信ユニットは、受信機をさらに含み、
　受信機は、ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成
功したことを示す情報を受信するように構成される。
【００７８】
　第12の態様によれば、第2の通信ユニットが提供され、第2の通信ユニットは、
　受信機およびプロセッサ
を含み、
　受信機は、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信するように構成され、ルー
トおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する情報に従って、サービ
スリンクに含まれる仮想化されたネットワーク機能VNFに対するルートおよびリソース構
成を実行することを要求するために、サービスルートが通過するサービスリンクに関する
情報を運び、サービスリンクに関する情報は、サービスリンクルールに従って取得され、
サービスリンクルールは、実行される必要のあるサービス処理を示すために使用され、サ
ービスリンクに関する情報は、サービスルートが通過するVNFに関する情報を示すために
使用され、VNFはサービス処理のために構成され、
　プロセッサは、受信機によって受信されたサービスリンクに関する情報、およびネット
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ワーク機能仮想化インフラストラクチャNFVIの物理的なリソースに関する情報に従って、
サービスリンクに含まれるVNFに対するサービスルートおよびリソース構成を実行するよ
うに構成される。
【００７９】
　第11の態様に関して、第12の態様の第1の可能な実装方法では、第2の通信ユニットは、
　送信機
をさらに含み、
　受信機は、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信する前に、問い合わせ要求
メッセージを受信するようにさらに構成され、問い合わせ要求メッセージは、VNFの識別
情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を問い合わせることを要求するた
めに、サービスルートが通過するVNFのタイプの各VNFタイプに含まれるVNFの識別情報を
運び、第1の情報は、NFVIのネットワークトポロジ、ノード能力、および状態を示すため
に使用され、
　プロセッサは、受信機によって受信された問い合わせ要求メッセージに従って、NFVIの
物理的なリソースを問い合わせ、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を取得するよう
にさらに構成され、
　送信機は、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報に従って、サービスリンクに関する
情報を生成するために、各VNFタイプに含まれるVNFの問い合わせを通じてプロセッサによ
って取得された、第1の情報を送るように構成される。
【００８０】
　第12の態様または第12の態様の第1の可能な実装方法に関して、第12の態様の第2の可能
な実装方法では、受信機は、
　VNFマネージャVNFMによって送られたルートおよびリソース構成要求メッセージを受信
する
ように構成される。
【００８１】
　第12の態様または第12の態様の第1の可能な実装方法に関して、第12の態様の第3の可能
な実装方法では、受信機は、
　VNF運用支援システム/ビジネス支援システムOSS/BSSによって送られたルートおよびリ
ソース構成要求メッセージを受信する
ように構成される。
【００８２】
　第12の態様から第12の態様の第3の可能な実装方法に関して、第12の態様の第4の可能な
実装方法では、送信機は、
　ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成功したこと
を示す情報を送る
ようにさらに構成される。
【００８３】
　第13の態様によれば、運用支援システム/ビジネス支援システムOSS/BSSが提供され、OS
S/BSSは、
　プロセッサおよび送信機
を含み、
　プロセッサは、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を取得する
ように構成され、サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサービス
リンクに関する情報の対応を示すために使用され、
　送信機は、NFVオーケストレータNFVOに、プロセッサによって取得されたサービスリン
クテンプレート情報を送るように構成されるため、NFVOは、サービスリンクテンプレート
情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれる仮想化されたネ
ットワーク機能VNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを要求する。
【００８４】
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　第13の態様に関して、第13の態様の第1の可能な実装方法では、OSS/BSSは、受信機をさ
らに含み、
　受信機は、サービスリンクテンプレート情報が受信されたことを示す情報を受信するよ
うに構成される。
【００８５】
　第13の態様または第13の態様の第1の可能な実装方法に関して、第13の態様の第2の可能
な実装方法では、受信機は、
　ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成功したこと
を示す情報を受信する
ようにさらに構成される。
【００８６】
　第14の態様によれば、ネットワーク機能仮想化NFVオーケストレータNFVOが提供され、N
FVOは、
　受信機および送信機
を含み、
　受信機は、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を受信するよう
に構成され、サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサービスリン
クに関する情報の対応を示すために使用され、
　送信機は、ルートおよびリソース構成要求メッセージを送るように構成され、ルートお
よびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクテンプレート情報に従って、サービ
スリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構
成を実行することを要求するために、受信機によって受信されたサービスリンクテンプレ
ート情報を運ぶ。
【００８７】
　第14の態様に関して、第14の態様の第1の可能な実装方法では、送信機は、
　サービスリンクテンプレート情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリ
ンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを第2の通信ユニッ
トに要求するために、第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセージを
送る
ように構成される。
【００８８】
　第14の態様または第14の態様の第1の可能な実装方法に関して、第14の態様の第2の可能
な実装方法では、送信機は、
　受信機が、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を受信した後、
サービスリンクテンプレート情報が受信されたことを示す情報を送る
ようにさらに構成される。
【００８９】
　第14の態様から第14の態様の第2の可能な実装方法に関して、第14の態様の第3の可能な
実装方法では、受信機は、
　ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成功したこと
を示す情報を受信する
ようにさらに構成される。
【００９０】
　第15の態様によれば、第2の通信ユニットが提供され、第2の通信ユニットは、
　受信機およびプロセッサ
を含み、
　受信機は、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信するように構成され、ルー
トおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクテンプレート情報に従って、サ
ービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソー
ス構成を実行することを要求するために、サービスルートが通過するサービスリンクテン
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プレート情報を運び、サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサー
ビスリンクに関する情報の対応を示すために使用され、
　プロセッサは、受信機によって受信されたサービスリンクテンプレート情報、およびネ
ットワーク機能仮想化インフラストラクチャNFVIの物理的なリソースに関する情報に従っ
て、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよび
リソース構成を実行するように構成される。
【００９１】
　第15の態様に関して、第15の態様の第1の可能な実装方法では、受信機は、
　NFVオーケストレータNFVOによって送られたルートおよびリソース構成要求メッセージ
を受信する
ように構成される。
【００９２】
　第15の態様の第1の可能な実装方法に関して、第15の態様の第2の可能な実装方法では、
第2の通信ユニットは送信機をさらに含み、
　送信機は、ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成
功したことを示す情報を送るように構成される。
【００９３】
　本発明の実施形態は、NFVシステムにおけるサービス実装のための方法および通信ユニ
ットを提供する。前述の技術的解決法に基づいて、サービスリンクルールを取得した後、
第1の通信ユニットは、サービスリンクルールに従って、サービスルートが通過するサー
ビスリンクに関する情報を取得することができ、次いで、サービスリンクに関する情報に
従って、ルートおよびリソース構成を実行することを要求するために、サービスリンクに
関する情報を運ぶルートおよび構成要求メッセージを送ることができ、サービスリンクに
関する上位レイヤ情報を取得し、サービスリンクに関する上位レイヤ情報を使用すること
によって、NFVIのルートおよびリソース構成を案内する機能を実装し、NFVネットワーク
サービスリンクの確立を実装するか、
　または
　OSS/BSSは、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を取得するこ
とができ、次いでNFVOにサービスリンクテンプレート情報を送ることができ、NFVOは、サ
ービスリンクテンプレート情報に従ってルートおよびリソース構成を要求し、サービスリ
ンクに関する上位レイヤ情報を取得し、サービスリンクに関する上位レイヤ情報を使用す
ることによって、NFVIのルートおよびリソース構成を案内する機能を実装し、NFVネット
ワークサービスリンクの確立を実装する。
【００９４】
　本発明の実施形態における技術的解決法についてより明確に記述するために、以下に、
実施形態または従来技術の記述に必要な添付の図面について簡潔に記述する。明らかに、
以下の記述における添付の図面は、本発明の一部の実施形態を示しているにすぎず、当業
者であれば、創造的な労力を用いることなくこれらの添付の図面から他の図面を導き出し
得る。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明の実施形態によるNFVアーキテクチャを示す概略図である。
【図２】本発明の実施形態によるネットワークサービスのサービスリンクを示す概略図で
ある。
【図３】本発明の実施形態によるNFVシステムにおけるサービス実装のための方法を示す
図である。
【図４】本発明の実施形態によるNFVシステムにおけるサービス実装のための方法のシナ
リオを示す概略図である。
【図５】本発明の実施形態によるNFVシステムにおけるサービス実装のための方法を示す
図である。
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【図６】本発明の実施形態によるNFVシステムのサービス管理を示す概略図である。
【図７】本発明の実施形態による別のNFVシステムのサービス管理を示す概略図である。
【図８】本発明の実施形態によるVNFとNFVIのルーティングデバイスの対応を示す概略図
である。
【図９】本発明の実施形態によるNFVシステムにおけるサービス実装のための方法を示す
図である。
【図１０】本発明の実施形態によるNFVシステムにおけるサービス実装のための別の方法
を示す別の図である。
【図１１】本発明の実施形態によるNFVシステムにおけるサービス実装のためのさらに別
の方法を示す図である。
【図１２】本発明の実施形態によるNFVシステムにおけるサービス実装のためのさらに別
の方法を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態によるNFVシステムにおけるサービス実装のためのさらに別
の方法を示す図である。
【図１４Ａ】本発明の実施形態によるNFVシステムにおけるサービス実装のためのさらに
別の方法を示す図である。
【図１４Ｂ】本発明の実施形態によるNFVシステムにおけるサービス実装のためのさらに
別の方法を示す図である。
【図１５】本発明の実施形態によるNFVシステムにおけるサービス実装のためのさらに別
の方法を示す図である。
【図１６Ａ】本発明の実施形態によるNFVシステムにおけるサービス実装のためのさらに
別の方法を示す図である。
【図１６Ｂ】本発明の実施形態によるNFVシステムにおけるサービス実装のためのさらに
別の方法を示す図である。
【図１７】本発明の実施形態による第1の通信ユニットを示す図式的な構造図である。
【図１８】本発明の実施形態による別の第1の通信ユニットを示す図式的な構造図である
。
【図１９】本発明の実施形態によるさらに別の第1の通信ユニットを示す図式的な構造図
である。
【図２０】本発明の実施形態によるさらに別の第1の通信ユニットを示す図式的な構造図
である。
【図２１】本発明の実施形態による第2の通信ユニットを示す図式的な構造図である。
【図２２】本発明の実施形態による別の第2の通信ユニットを示す図式的な構造図である
。
【図２３】本発明の実施形態によるOSS/BSSを示す図式的な構造図である。
【図２４】本発明の実施形態による別のOSS/BSSを示す図式的な構造図である。
【図２５】本発明の実施形態によるNFVOを示す図式的な構造図である。
【図２６】本発明の実施形態による第2の通信ユニットを示す図式的な構造図である。
【図２７】本発明の実施形態による別の第2の通信ユニットを示す図式的な構造図である
。
【図２８】本発明の実施形態による第1の通信ユニットを示す図式的な構造図である。
【図２９】本発明の実施形態による別の第1の通信ユニットを示す図式的な構造図である
。
【図３０】本発明の実施形態による第2の通信ユニットを示す図式的な構造図である。
【図３１】本発明の実施形態による別の第2の通信ユニットを示す図式的な構造図である
。
【図３２】本発明の実施形態によるOSS/BSSを示す図式的な構造図である。
【図３３】本発明の実施形態による別のOSS/BSSを示す図式的な構造図である。
【図３４】本発明の実施形態によるNFVOを示す図式的な構造図である。
【図３５】本発明の実施形態による第2の通信ユニットを示す図式的な構造図である。
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【図３６】本発明の実施形態による別の第2の通信ユニットを示す図式的な構造図である
。
【発明を実施するための形態】
【００９６】
　理解を容易にするために、NFVアーキテクチャについて最初に記述する。図1に示すよう
に、アーキテクチャにおける機能ユニットは以下を含む。
【００９７】
　(1)VNFユニット:従来の仮想化されていないネットワークにおける物理的なネットワー
ク機能(Physical Network Function、PNF)に対応する。たとえば、VNFユニットは、仮想
化された発展型パケットコア(Evolved Packet Core、EPC)ノード(モビリティ管理エンテ
ィティ(Mobility Management Entity、MME)、サービングゲートウェイ(Serving Gateway
、SGW)、パケットデータネットワークゲートウェイ(Packet Data Network-Gateway、PGW)
など)の場合がある。VNFおよびPNFは、同じ機能的な振る舞いおよび外部インターフェー
スを持つ。
【００９８】
　(2)要素管理システム(Element Management System、EMS)ユニット:VNFに対する障害管
理、構成管理、アカウンティング管理、パフォーマンス管理、セキュリティ管理(Fault M
anagement、Configuration Management、Accounting Management、Performance Manageme
nt、Security Management、FCAPS)機能を実行する。
【００９９】
　(3)NFVインフラストラクチャ(NFV Infrastructure、NFVI)ユニット:NFVIは、ハードウ
ェアリソース、仮想リソース、および仮想化レイヤを含む。
【０１００】
　仮想リソースは、ソフトウェアを使用することによってシミュレーションされ、ハード
ウェアシステム機能を持つリソースを指している。仮想化レイヤは、高度なリソース管理
機能を持つ仮想ホストプラットフォームを指している。
【０１０１】
　一般的に、仮想化レイヤとハードウェアリソースの組み合わせは、VNFに必要な仮想リ
ソースを提供することができるエンティティである。
【０１０２】
　(4)仮想化されたインフラストラクチャ管理(Virtualized Infrastructure Manager、VI
M)ユニット:仮想ネットワークリソースの計算および記憶ならびに仮想ネットワークリソ
ースを制御および管理するように構成された仮想化されたエンティティを含む。
【０１０３】
　(5)NFVオーケストレータ(NFV Orchestrator、NFVO):NFVリソース(NFVIおよびVNFのリソ
ースを含む)の編成および管理、ならびにNFVIのNFVサービストポロジの実装を担当する。
【０１０４】
　(6)VNFマネージャ(VNF Manager、VNFM)ユニット:VNFインスタンスのライフサイクル管
理を担当する。
【０１０５】
　(7)運用支援システム/ビジネス支援システム(Operations Support System/Business Su
pport System、OSS/BSS):通信事業会社の統合されたリソース情報共有支援システムを表
しており、主に、ネットワーク管理、システム管理、課金、ビジネス、アカウント、およ
び顧客サービスなどの部分を含む。
【０１０６】
　NFVO、VNFM、およびVIMはともに、NFV管理およびネットワークオーケストレーション(N
FV Management and network Ochestration、NFV MANO)アーキテクチャを形成する。
【０１０７】
　図1に示したNFVアーキテクチャの構成ファイルは、以下を含む。
　サービス、VNF、およびインフラストラクチャ記述。VNF接続関連情報、サービス関連情
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報、ならびにVNFおよびNFVIの情報モデルを提供する。
【０１０８】
　図1に示したNFVアーキテクチャのインターフェースは、以下を含む。
【０１０９】
　(1)仮想化レイヤとハードウェアリソースの間のVI-Haインターフェース:仮想化レイヤ
は、インターフェースを使用することによって、関連するハードウェアリソース状態情報
を収集することをハードウェアリソースに要求し得る。
【０１１０】
　(2)VNFとNFVIの間のVn-Nfインターフェース:NFVIによってVNFに提供される実行環境に
ついて記述する。
【０１１１】
　(3)NFVOとVNFMの間のOr-Vnfmインターフェース:NFV MANOの内部インターフェース。
【０１１２】
　機能1:VNFMは、VNFライフサイクル管理のために、たとえばリソース承認、認証、予約
、および割り当てなど、NFVOにリソースに関連する要求を送る。
【０１１３】
　機能2:NFVOは、VNFMに構成情報を送るため、VNFは、VNF転送グラフに従って適切に構成
され得る。
【０１１４】
　機能3:VNFライフサイクル管理のためにVNF状態情報を収集する。
【０１１５】
　(4)VIMとVNFMの間のVi-Vnfmインターフェース:NFV MANOの内部インターフェース。
【０１１６】
　機能1:VNFMは、リソース割り当て要求を送る。
【０１１７】
　機能2:仮想ハードウェアリソースならびにルートおよび交換状態の情報を構成する(た
とえばイベント)。
【０１１８】
　(5)NFVOとVIMの間のOr-Viインターフェース:NFV MANOの内部インターフェース。
【０１１９】
　機能1:NFVOは、リソース予約要求を送る。
【０１２０】
　機能2:NFVOは、リソース割り当て要求を送る。
【０１２１】
　機能3:仮想ハードウェアリソースならびにルートおよび交換状態の情報を構成する(た
とえばイベント)。
【０１２２】
　(6)NFVIとVIMの間のNf-Viインターフェース。
【０１２３】
　機能1:リソース割り当て要求に従って特定のリソースを割り当てる。
【０１２４】
　機能2:仮想リソース状態情報を転送する。
【０１２５】
　機能3:仮想ハードウェアリソースならびにルートおよび交換状態の情報を構成する(た
とえばイベント)。
【０１２６】
　(7)OSS/BSSとNFVOの間のOs-Maインターフェース。
【０１２７】
　機能1:サービスライフサイクル管理を要求する。
【０１２８】
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　機能2:VNFライフサイクル管理を要求する。
【０１２９】
　機能3:NFVに関連する状態情報を転送する。
【０１３０】
　機能4:ポリシー管理情報を交換する。
【０１３１】
　機能5:データ分析情報を交換する。
【０１３２】
　機能6:NFVに関連する課金を転送し記録を使用する。
【０１３３】
　機能7:容量およびストック(stock)情報を交換する。
【０１３４】
　(8)VNF/EMSとVNFMの間のVe-Vnfmインターフェース。
【０１３５】
　機能1:VNFライフサイクル管理を要求する。
【０１３６】
　機能2:構成情報を交換する。
【０１３７】
　サービスライフサイクル管理によって必要とされる状態情報を交換する。
【０１３８】
　(9)サービス、VNF、およびインフラストラクチャ記述とNFV MANOの間のSe-Maインター
フェース:インターフェースは、VNF転送グラフ関連情報、サービス関連情報、VNF関連情
報、およびNFVI情報モデル関連情報を検索するように構成され、使用するためにNFV MANO
に情報を提供する。
【０１３９】
　次に、図2に示すように、ネットワークサービスのサービスリンクの概略図が本明細書
に提供される。サービスリンクは、2つのエンドポイント(エンドポイントAおよびエンド
ポイントB)、3つのVNF(VNF1、VNF2、およびVNF3)、および3つのインフラストラクチャネ
ットワーク(インフラストラクチャネットワーク1、インフラストラクチャネットワーク2
、およびインフラストラクチャネットワーク3)を含み、インフラストラクチャネットワー
ク1は、エンドポイントAとVNF1の間のリンク接続を提供し、インフラストラクチャネット
ワーク3は、VNF3とエンドポイントBの間のリンク接続を提供し、インフラストラクチャネ
ットワーク2は、VNF1、VNF2、およびVNF3の間のリンク接続を提供し、VNF1、VNF2、およ
びVNF3は、インフラストラクチャネットワーク2によって提供される論理リンクを使用す
ることによってつながれ、統合ネットワーク機能を形成する。すなわち、特定の機能を実
装するためのサービスリンクである。図2では、破線は論理結合を表し、実線は物理的接
続を表している。
【０１４０】
　以下に、本発明の実施形態の添付の図面に関して、本発明の実施形態における技術的解
決法について記述する。明らかに、記述された実施形態は、本発明の実施形態の一部にす
ぎず、すべてを示すものではない。創造的な労力なく本発明の実施形態に基づいて当業者
によって取得された他のすべての実施形態は、本発明の保護範囲以内にあるものとする。
【０１４１】
実施形態1
　本発明の本実施形態は、NFVシステムにおけるサービス実装のための方法を提供する。
図3に示すように、方法は以下を含む。
【０１４２】
　301:第1の通信ユニットは、サービスリンクルールを取得し、サービスリンクルールは
、実行される必要のあるサービス処理を示すために使用される。
【０１４３】
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　本発明の本実施形態を実行する第1の通信ユニットは、サービスリンクコントローラの
場合があるか、またはPGW、ポリシーおよび課金ルール機能エンティティ(Policy and Cha
rging Rules Function、PCRF)、トラフィック検出エンティティ(Traffic Detection Func
tion、TDF)、またはトラフィッククラシファイヤ(traffic classifier)などのネットワー
クノードの場合があり、本発明の本実施形態では限定されない。PGW、PCRF、TDF、または
トラフィッククラシファイヤなどのネットワークノードは、VNFユニットの場合があるか
、またはPNFユニットの場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されない。
【０１４４】
　サービスリンクコントローラは、サービスリンクを制御するように構成されたコントロ
ーラである。サービスリンクコントローラは、本質的にソフトウェアで定義されたネット
ワーキング(Software-Defined Network、SDN)コントローラである。SDNコントローラは、
OpenFlowプロトコルを使用することによって、下位レイヤのデバイスルーティングおよび
データ転送制御を実装する。下位レイヤのデバイスルーティングおよびデータ転送制御の
方法は、既存の技術的解決法に属する。詳細は本明細書には記述していない。
【０１４５】
　サービスリンクコントローラは、GI LANネットワークのサービスリンクを制御するよう
に構成された、GIローカルエリアネットワーク(Local Area Network、LAN)コントローラ
の場合があることに注意されたい。GI LANは、ワイヤレスGIインターフェースからインタ
ーネット(Internet)へのネットワークを指し、異なるサービス機能(service function、S
F)を含む。1つのサービスリンクは、複数のSFを含み、1つのサービスリンクは、1つのサ
ービスパッケージに対応し、1つのサービスパッケージは、複数のサービスリンクを含む
ことができる。
【０１４６】
　確かに、サービスリンクコントローラは、別のネットワークを制御するサービスリンク
コントローラの場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されない。
【０１４７】
　本発明の本実施形態では、サービスリンクルールは、実行される必要のあるサービス処
理を示すために使用され、以下を含むことができる。
　たとえばビデオ最適化(Video optimization)などのサービスルートポリシー。
【０１４８】
　サービスルートポリシーは、一般的に、サービスルートポリシーテーブルを使用するこ
とによって表され、第1の通信ユニットは、サービスルートポリシーテーブルに問い合わ
せることによってサービスルートポリシーを決定することができることに注意されたい。
【０１４９】
　具体例として、サービスルートポリシーテーブルを図1に示している。
【０１５０】
【表１】

【０１５１】
　あるいは、サービスリンクルールは、以下をさらに含むことができる。
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　サービスルートが通過する論理ユニット、たとえば、ビデオ最適化が通過する必要のあ
るVNFのタイプ:TCPプロキシ->ビデオキャッシュ->NAT、または
　サービスリンクに関する情報、たとえば、VNF7->VNF2->VNF3。
【０１５２】
　サービスリンクルールは、本発明の本実施形態において限定されない。
【０１５３】
　302:第1の通信ユニットは、サービスリンクルールに従って、サービスルートが通過す
るサービスリンクに関する情報を取得する。
【０１５４】
　サービスリンクに関する情報は、サービスルートが通過するVNFに関する情報を示すた
めに使用され、VNFはサービス処理のために構成される。
【０１５５】
　ステップ301に記述したように、サービスリンクルールは、サービスリンクに関する情
報を直接的に含む場合があるか、またはサービスリンクに関する情報を含まない場合があ
る。したがって、サービスリンクルールに従って第1の通信ユニットによって、サービス
ルートが通過するサービスリンクに関する情報を取得するステップの前に、方法は、以下
をさらに含むことができる。
　サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含むかどうかを決定するステッ
プ。
【０１５６】
　サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでいる場合、第1の通信ユ
ニットは、サービスリンクルールに含まれるサービスリンクに関する情報を直接的に取得
することができる。
【０１５７】
　サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでいない場合、第1の通信
ユニットは、以下の方法でサービスリンクに関する情報を取得することができる。
　サービスリンクルールに従って、サービスルートが通過するVNFのタイプおよびVNFのタ
イプの各VNFタイプに含まれるVNFの識別情報を決定するステップと、
　問い合わせ要求メッセージを送るステップであって、問い合わせ要求メッセージは、VN
Fの識別情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を問い合わせることを要求
するために、各VNFタイプに含まれるVNFの識別情報を運び、第1の情報は、NFVIのネット
ワークトポロジ、ノード能力、および状態を示すために使用される、ステップと、
　各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を受信するステップと、
　各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報に従ってサービスリンクに関する情報を生成す
るステップ。
【０１５８】
　本発明の本実施形態では、サービスリンクに関する情報は、VNF7->VNF2->VNF3によって
示されるサービスリンクの場合があるか、またはサービスリンクを表す情報の場合があり
、たとえば、サービスリンクに関する情報は、サービスリンクを形成するVNFに関する情
報を含む場合があるか、またはサービスストリーム識別子を含む場合があり、これは、本
発明の本実施形態では限定されないことに注意されたい。
【０１５９】
　本発明の本実施形態において、ステップ301に記述したように、第1の通信ユニットは、
VNFユニットの場合があるか、またはPNFユニットの場合があることに注意されたい。
【０１６０】
　第1の通信ユニットがVNFユニットである場合、第1の通信ユニットは、VNFMを使用する
ことによって第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送るために、VNFMに問い
合わせ要求メッセージを直接的に送ることができるか、またはOSS/BSSを使用することに
よって第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送るために、OSS/BSSに問い合わ
せ要求メッセージを直接的に送ることができ、これは、本発明の本実施形態では限定され
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ない。
【０１６１】
　第1の通信ユニットがPNFユニットである場合、第1の通信ユニットは、OSS/BSSを使用す
ることによって第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送るために、OSS/BSSに
問い合わせ要求メッセージを直接的にのみ送ることができ、VNFMに問い合わせ要求メッセ
ージを直接的に送ることができない。
【０１６２】
　第2の通信ユニットは、VIMの場合があるか、またはNFVIコントローラの場合があり、こ
れは、本発明の本実施形態では限定されない。NFVIコントローラの関連する記述について
、実施形態2のステップ501の部分を参照すること。詳細はここには記述しない。
【０１６３】
　確かに、サービスリンクルールに従って、サービスルートが通過するサービスリンクに
関する情報を取得する別の方法がある場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定
されない。
【０１６４】
　サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでいる場合、第1の通信ユ
ニットは、また、サービスリンクに含まれるVNFの状態が異常かどうかを決定するために
、第2の通信ユニットを使用することによって、サービスリンクに含まれるVNFの第1の情
報を問い合わせることができることに注意されたい。第2の通信ユニットが、問い合わせ
を通じて、サービスリンクに含まれているVNFの状態が異常であることを取得した場合(た
とえば、リソース負荷が事前設定しきい値を超えている)、第2の通信ユニットは、間に合
うように第1の通信ユニットに異常情報をフィードバックするため、第1の通信ユニットは
、サービスリンクルールを送るエンティティに異常情報をフィードバックし、次いで、サ
ービスリンクルールを送るエンティティは、対応するポリシーに従って、たとえば、サー
ビスリンクに関する情報を再度送るなど、対応する処理を実行する。サービスリンクルー
ルがサービスリンクに関する情報を含んでいる場合に、第2の通信ユニットを使用するこ
とによって、サービスリンクに含まれるVNFの第1の情報を問い合わせる必要があるかどう
かは、本発明の本実施形態では限定しない。
【０１６５】
　303:第1の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを送り、ルート
およびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する情報に従って、サービス
リンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを要求するため
に、サービスリンクに関する情報を運ぶ。
【０１６６】
　ステップ301に記述したように、第1の通信ユニットは、VNFユニットの場合があるか、
またはPNFユニットの場合がある。
【０１６７】
　第1の通信ユニットがVNFユニットである場合、第1の通信ユニットは、VNFMを使用する
ことによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセージを送るため
に、VNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを直接的に送ることができるか、OS
S/BSSを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセ
ージを送るために、OSS/BSSにルートおよびリソース構成要求メッセージを直接的に送る
ことができ、これは、本発明の本実施形態では限定されない。
【０１６８】
　第1の通信ユニットがPNFユニットである場合、第1の通信ユニットは、OSS/BSSを使用す
ることによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセージを送るた
めに、OSS/BSSにルートおよびリソース構成要求メッセージを直接的にのみ送ることがで
き、VNFMに問い合わせ要求メッセージを直接的に送ることができない。
【０１６９】
　上に記述したように、第2の通信ユニットは、VIMの場合があるか、またはNFVIコントロ
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ーラの場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されない。
【０１７０】
　確かに、ルートおよびリソース構成が成功した場合、第1の通信ユニットは、ルートお
よびリソース構成が成功したことを示す情報をさらに受信することができ、これは、本発
明の本実施形態では限定されない。
【０１７１】
　結論として、具体例として、本発明の本実施形態を実行する第1の通信ユニットは、サ
ービスリンクコントローラであることが想定され、NFVシステムにおけるサービス実装の
ための方法のシナリオの概略図が本明細書に提供され、図4に示すように、PCRF、PGW、サ
ービスリンクコントローラ、NFVシステム、およびサポートされ得るネットワークを含み
、NFVシステムは、たとえばビデオ最適化、コンテンツフィルタリング、ブラウザ最適化
など、複数のVNFタイプを含み、各VNFタイプは、1つまたは複数のVNFを含む。サポートさ
れ得るネットワークは、第2世代(2rd Generation、2G)ネットワーク、またはユニバーサ
ルモバイルテレコミュニケーションシステム(Universal Mobile Telecommunications Sys
tem、UMTS)ネットワーク、またはロングタームエボリューション(Long Term Evolution、
LTE)ネットワークである。
【０１７２】
　図4で、PCRFなどの第3世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnershi
p Project、3GPP)ネットワーク要素は、サービスリンクルール決定エンティティとして機
能する。ユーザ情報、サービス情報、およびネットワーク情報に従ってサービスリンクル
ールを決定した後、PCRFは、サービスリンクコントローラに通知するため、サービスリン
クコントローラは、サービスリンクルールを取得し、情報交換およびサービスリンクルー
ル転送は、Diameterプロトコルを使用することによって、サービスリンクコントローラと
ワイヤレスネットワークノード(たとえばPCRFまたはPGW)の間で実行される。
【０１７３】
　サービスリンクコントローラは、サービスリンクルールを取得するために機能し、サー
ビスリンクルールに従って、サービスルートが通過するサービスリンクに関する情報を取
得する。可能な実装方法では、サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含
んでいる場合、サービスリンクコントローラは、サービスリンクルールに含まれるサービ
スリンクに関する情報を直接的に取得することができる。サービスリンクルールがサービ
スリンクに関する情報を含んでいない場合、サービスリンクコントローラは、NFVIのネッ
トワークトポロジおよびリソース状態などの情報を問い合わせるようにNFV MANOに指示し
、NFVIのネットワークトポロジおよびリソース状態などの情報に従ってサービスリンクに
関する情報を生成する。サービスリンクに関する情報を取得した後、サービスリンクコン
トローラは、ルートおよびリソース構成を実行するようにVIMまたはNFVIコントローラに
指示することができる。サービスリンクコントローラは、VNFとして機能し、情報交換は
、RESTfulプロトコルを使用することによってVNFとVNFMの間で実行され得る。
【０１７４】
　本発明の本実施形態において提供されるNFVシステムにおけるサービス実装のための方
法に基づいて、サービスリンクルールを取得した後、第1の通信ユニットは、サービスリ
ンクルールに従って、サービスルートが通過するサービスリンクに関する情報を取得する
ことができ、次いで、サービスリンクに関する情報に従って、サービスリンクに含まれる
VNFのためのルートおよびリソース構成を実行することを要求するために、サービスリン
クに関する情報を運ぶルートおよび構成要求メッセージを送ることができ、サービスリン
クに関する上位レイヤ情報を取得する機能を実装し、サービスリンクに関する上位レイヤ
情報を使用することによってNFVIのルートおよびリソース構成を案内し、NFVネットワー
クサービスリンクの確立を実装する。
【０１７５】
実施形態2
　本発明の本実施形態は、NFVシステムにおけるサービス実装のための方法を提供する。
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図5に示すように、方法は以下を含む。
【０１７６】
　501:第2の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信し、ルー
トおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する情報に従って、サービ
スリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを要求するた
めに、サービスルートが通過するサービスリンクに関する情報を運ぶ。
【０１７７】
　サービスリンクに関する情報は、サービスリンクルールに従って取得され、サービスリ
ンクルールは、実行される必要のあるサービス処理を示すために使用され、サービスリン
クに関する情報は、サービスルートが通過するVNFに関する情報を示すために使用され、V
NFはサービス処理のために構成される。
【０１７８】
　本発明の本実施形態を実行する第2の通信ユニットは、VIMの場合があるか、またはNFVI
コントローラの場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されない。NFVIコント
ローラは、サービスリンクコントローラに類似し、また、本質的にSDNコントローラであ
り、サービスリンクコントローラは、VNFレイヤでVNFのロジックおよびルーティングを制
御し、NFVIコントローラは、NFVIの物理的なリソースの接続およびルーティングを制御す
る。NFVIコントローラは、VIMまたはNFVIに展開され得るか、または独立して展開され得
、これは、本発明の本実施形態では限定されない。
【０１７９】
　NFVIコントローラがある場合、NFVIコントローラはVIMに展開され得るか、または独立
して展開され得るため、本発明の本実施形態において、NFVIコントローラがあり、NFVIコ
ントローラがVIMに展開されている場合、第2の通信ユニットはVIMであると考えられ、NFV
Iコントローラがあり、NFVIコントローラがNFVIに展開されているか、または独立して展
開されている場合、第2の通信ユニットはNFVIコントローラであると考えられ得、NFVIコ
ントローラがない場合、本発明の本実施形態を実行する第2の通信ユニットはVIMであるこ
とに注意されたい。
【０１８０】
　具体例として、NFVIコントローラがないと想定すると、図6に示すNFVシステムのサービ
ス管理の概略図が取得され得、右側はNFV MANOアーキテクチャを示し、詳細はここに繰り
返していない。サービスリンクコントローラは、VNFレイヤでVNFのロジックおよびルーテ
ィングを制御し、VIMは、NFVIの物理的なリソースの接続およびルーティングを管理し、
仮想マシン(Virtual Machine、VM)は、仮想のリソースを運ぶように構成される。
【０１８１】
　具体例として、NFVIコントローラがあると想定すると、図7に示すNFVシステムのサービ
ス管理の概略図が取得され得、右側はNFV MANOアーキテクチャを示し、詳細はここに繰り
返していない。サービスリンクコントローラは、VNFレイヤでVNFのロジックおよびルーテ
ィングを制御し、NFVIコントローラは、NFVIの物理的なリソースの接続およびルーティン
グを管理し、VMは、仮想のリソースを運ぶように構成される。
【０１８２】
　本発明の本実施形態では、第2の通信ユニットによって受信されたルートおよびリソー
ス構成要求メッセージは、VNFMによって送られ得るか、またはOSS/BSSによって送られ得
、これは、本発明の本実施形態では限定されない。
【０１８３】
　502:第2の通信ユニットは、サービスリンクに関する情報、およびNFVIの物理的なリソ
ースに関する情報に従って、サービスリンクに含まれるVNFのためのルートおよびリソー
ス構成を実行する。
【０１８４】
　本発明の本実施形態では、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信した後、第
2の通信ユニットは、以下の方法を使用することによって、サービスリンクに関する運ば
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れた情報、およびNFVIの物理的なリソースに関する情報に従って、サービスリンクに含ま
れるVNFのためのルートおよびリソース構成を実行することができる。
【０１８５】
　サービスリンクに関する情報を取得した後、第2の通信ユニットは、サービスリンクに
関する運ばれた情報、およびNFVIの物理的なリソースに関する情報に従って、サービスリ
ンクに含まれるVNFに対応するNFVIのルーティングデバイスを別々に決定し、次いで、VNF
に対応するNFVIのルーティングデバイスにサービスルート情報テーブルを別々に送り、NF
VIのルーティングデバイスは、サービスルート情報テーブルに従って、対応するサービス
ストリームを転送する。
【０１８６】
　具体例として、サービスリンクに関する情報は、VNF7->VNF2->VNF3と想定すると、ケー
ス1またはケース2に示されたサービスルート情報テーブルは、VNF7に対応するルーティン
グデバイスに送られ得る。
【０１８７】
　ケース1:
　　サービスリンク識別子:VNF7->VNF2->VNF3
　　VNF7インターフェース:インターフェース1、および
　　VNF2インターフェース:インターフェース2。
【０１８８】
　ケース2:
　　サービスリンク識別子:VNF7->VNF2、
　　VNF7インターフェース:インターフェース1、および
　　VNF2インターフェース:インターフェース2。
【０１８９】
　ケース1のサービスリンク識別子は、サービスリンク全体に関する情報を含み、ケース2
のサービスリンク識別子は、次のホップに関する情報のみを含む。
【０１９０】
　続いて、VNF7のルーティングデバイスは、伝達されたサービスルート情報テーブルに従
って、対応するサービスストリームを転送する。たとえば、2つのケースで提供されるサ
ービスルート情報テーブルに従って、サービスストリームは、VNF7のルーティングデバイ
スの出力インターフェース1から出力され、VNF2のルーティングデバイスの入力インター
フェース2から入力される。
【０１９１】
　図8に示した対応は、第1の通信ユニットによって管理されるVNFとNFVIのルーティング
デバイスの間に存在する、すなわち、NFVIのハードウェアリソースでは、第1の通信ユニ
ットによって管理されるVNFはすべて、VNFに対応するルーティングデバイスを持っている
ことに注意されたい。
【０１９２】
　本発明の本実施形態において、リソースおよび構成要求メッセージで運ばれるサービス
リンクに関する情報は、第1の通信ユニットによって取得されたサービスリンクルールに
直接的に含まれ得るか、または第1の通信ユニットによって取得されたサービスリンクル
ールに従って、第2の通信ユニットによって管理される物理的なリソースに関する情報が
問い合わせられた後に取得され得ることに注意されたい。したがって、本発明の本実施形
態で提供されるNFVシステムにおけるサービス実装のための方法は、以下をさらに含むこ
とができる。
　問い合わせ要求メッセージを受信するステップであって、問い合わせ要求メッセージは
、VNFの識別情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を問い合わせることを
要求するために、サービスルートが通過するVNFのタイプの各VNFタイプに含まれるVNFの
識別情報を運び、第1の情報は、NFVIのネットワークトポロジ、ノード能力、および状態
を示すために使用される、ステップと、
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　問い合わせ要求メッセージに従って、NFVIの物理的なリソースを問い合わせ、各VNFタ
イプに含まれるVNFの第1の情報を取得するステップと、
　各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報に従って、サービスリンクに関する情報を生成
するために、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を送るステップ。
【０１９３】
　第2の通信ユニットによって受信された問い合わせ要求メッセージは、VNFMによって送
られ得るか、またはOSS/BSSによって送られ得、これは、本発明の本実施形態では限定さ
れない。
【０１９４】
　確かに、ルートおよびリソース構成が成功した場合、第2の通信ユニットは、ルートお
よびリソース構成が成功したことを示す情報をさらに送ることができ、これは、本発明の
本実施形態では限定されない。
【０１９５】
　本発明の本実施形態において提供されるNFVシステムにおけるサービス実装のための方
法に基づいて、第2の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信
することができ、ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する
情報に従って、サービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行
することを要求するために、サービスルートが通過するサービスリンクに関する情報を運
び、次いで、サービスリンクに関する情報、およびNFVIの物理的なリソースに関する情報
に従って、サービスリンクに含まれるVNFに対するサービスルートおよびリソース構成を
実行し、サービスリンクに関する上位レイヤ情報を取得し、サービスリンクに関する上位
レイヤ情報を使用することによって、NFVIのルートおよびリソース構成を案内する機能を
実装し、NFVネットワークサービスリンクの確立を実装する。
【０１９６】
実施形態3
　本発明の本実施形態は、NFVシステムにおけるサービス実装のための方法を提供する。
図9に示すように、方法は以下を含む。
【０１９７】
　901:OSS/BSSは、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を取得す
る。
【０１９８】
　サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサービスリンクに関する
情報の対応を示すために使用される。
【０１９９】
　本発明の本実施形態では、OSS/BSSは、すべてのサービスのサービスルートが通過する
サービスリンクテンプレート情報を生成および維持することができ、NFVシステムにおけ
るサービス実装のプロセスでは、OSS/BSSは、サービスリンクテンプレート情報を最初に
取得することができ、サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサー
ビスリンクに関する情報の対応を示すために使用される。
【０２００】
　本発明の本実施形態では、サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子
、およびサービスリンクに対応するVNFのシーケンスなどの情報を含むことができ、これ
は、本発明の本実施形態では限定されない。
【０２０１】
　具体例として、サービスリンクテンプレート情報は、Table 2(表2)に示され得る。
【０２０２】
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【表２】

【０２０３】
　サービスリンクテンプレートは、ネットワークサービス記述(Network Service Descrip
tion、NSD)またはVNF記述(Virtualized Network Function、VNFD)、に記憶され得るか、
またはNSDおよびVNFDに依存しない場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定さ
れないことに注意されたい。
【０２０４】
　902:OSS/BSSは、NFVOにサービスリンクテンプレート情報を送るため、NFVOは、サービ
スリンクテンプレート情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含
まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを要求する。
【０２０５】
　本発明の本実施形態では、サービスリンクテンプレート情報を取得した後、OSS/BSSは
、NFVOにサービスリンクテンプレート情報を送ることができ、NFVOは、サービスリンクテ
ンプレート情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNF
に対するルートおよびリソース構成を実行することを要求する。
【０２０６】
　確かに、NFVOにサービスリンクテンプレート情報を送った後、OSS/BSSは、サービスリ
ンクテンプレート情報が受信されたことを示す情報をさらに受信することができ、これは
、本発明の本実施形態では限定されない。
【０２０７】
　加えて、OSS/BSSがNFVOにサービスリンクテンプレート情報を送った後、ルートおよび
リソース構成が成功した場合、OSS/BSSは、ルートおよびリソース構成が成功したことを
示す情報をさらに受信することができ、これは、本発明の本実施形態では限定されない。
【０２０８】
　本発明の本実施形態において提供されるNFVシステムにおけるサービス実装のための方
法に基づいて、OSS/BSSは、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報
を取得することができ、サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサ
ービスリンクに関する情報の対応を示すために使用され、次いで、NFVOにサービスリンク
テンプレート情報を送るため、NFVOは、サービスリンクテンプレート情報に従って、サー
ビスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース
構成を実行することを要求し、サービスリンクに関する上位レイヤ情報を取得し、サービ
スリンクに関する上位レイヤ情報を使用することによって、NFVIのルートおよびリソース
構成を案内する機能を実装し、NFVネットワークサービスリンクの確立を実装する。
【０２０９】
実施形態4
　本発明の本実施形態は、NFVシステムにおけるサービス実装のための方法を提供する。
図10に示すように、方法は以下を含む。
【０２１０】
　1001:NFVOは、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を受信する
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。
【０２１１】
　サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサービスリンクに関する
情報の対応を示すために使用される。
【０２１２】
　本発明の本実施形態では、NFVOは、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレ
ート情報を最初に受信し、サービスリンクテンプレート情報は、OSS/BSSによって生成お
よび維持され、サービスリンク識別子とサービスリンクに関する情報の対応を示すために
使用される。
【０２１３】
　本発明の本実施形態では、サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子
、およびサービスリンクに対応するVNFのシーケンスなどの情報を含むことができる。具
体的な例については、実施形態3のTable(表2)を参照すること。詳細はここには繰り返し
ていない。
【０２１４】
　1002:NFVOは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを送り、ルートおよびリソー
ス構成要求メッセージは、サービスリンクテンプレート情報に従って、サービスリンクテ
ンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行す
ることを要求するために、サービスリンクテンプレート情報を運ぶ。
【０２１５】
　本発明の本実施形態では、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報
を受信した後、NFVOは、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに
対するルートおよびリソース構成を実行するように第2の通信ユニットに指示する。した
がって、NFVOは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを送る必要があり、ルートお
よびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクテンプレート情報に従って、サービ
スリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構
成を実行することを要求するために、サービスリンクテンプレート情報を運ぶ。
【０２１６】
　第2の通信ユニットは、VIMの場合があるか、またはNFVIコントローラの場合があり、こ
れは、本発明の本実施形態では限定されない。NFVIコントローラの関連する記述について
は、実施形態2のステップ501の部分を参照すること。本発明の本実施形態における詳細は
ここには繰り返さない。
【０２１７】
　確かに、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を受信した後、NF
VOは、サービスリンクテンプレート情報が受信されたことを示す情報をさらに送ることが
でき、これは、本発明の本実施形態では限定されない。
【０２１８】
　加えて、本発明の本実施形態において、NFVOがルートおよびリソース構成要求メッセー
ジを送った後、ルートおよびリソース構成が成功した場合、NFVOは、ルートおよびリソー
ス構成が成功したことを示す情報をさらに受信することができ、これは、本発明の本実施
形態では限定されない。
【０２１９】
　本発明の本実施形態において提供されるNFVシステムにおけるサービス実装のための方
法に基づいて、NFVOは、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を受
信することができ、サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサービ
スリンクに関する情報の対応を示すために使用され、次いで、ルートおよびリソース構成
要求メッセージを送り、ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクテ
ンプレート情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNF
に対するルートおよびリソース構成を実行することを要求するために、サービスリンクテ
ンプレート情報を運び、サービスリンクに関する上位レイヤ情報を取得し、サービスリン
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クに関する上位レイヤ情報を使用することによって、NFVIのルートおよびリソース構成を
案内する機能を実装し、NFVネットワークサービスリンクの確立を実装する。
【０２２０】
実施形態5
　本発明の本実施形態は、NFVシステムにおけるサービス実装のための方法を提供する。
図11に示すように、方法は以下を含む。
【０２２１】
　1101:第2の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信し、ルー
トおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクテンプレート情報に従って、サ
ービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソー
ス構成を実行することを要求するために、サービスルートが通過するサービスリンクテン
プレート情報を運ぶ。
【０２２２】
　サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサービスリンクに関する
情報の対応を示すために使用される。
【０２２３】
　本発明の本実施形態を実行する第2の通信ユニットは、VIMの場合があるか、またはNFVI
コントローラの場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されない。
【０２２４】
　NFVIコントローラの関連する記述については、実施形態2のステップ501の関連する記述
を参照すること。詳細はここに繰り返していない。
【０２２５】
　本発明の本実施形態では、サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子
、およびサービスリンクに対応するVNFのシーケンスなどの情報を含むことができる。具
体的な例については、実施形態3のTable(表2)を参照すること。詳細はここには繰り返し
ていない。
【０２２６】
　本発明の本実施形態では、第2の通信ユニットによって受信されたルートおよびリソー
ス構成要求メッセージは、VNFMによって送られ得るか、またはOSS/BSSによって送られ得
、これは、本発明の本実施形態では限定されない。
【０２２７】
　1102:第2の通信ユニットは、サービスリンクテンプレート情報、およびNFVIの物理的な
リソースに関する情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれ
るVNFに対するルートおよびリソース構成を実行する。
【０２２８】
　本発明の本実施形態では、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信した後、第
2の通信ユニットは、サービスリンクテンプレート情報、およびNFVIの物理的なリソース
に関する情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに
対するルートおよびリソース構成を実行する。
【０２２９】
　サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリ
ソース構成を第2の通信ユニットが実行するための特定の方法について、実施形態2のステ
ップ502の関連する記述を参照すること。本発明の本実施形態における詳細はここには繰
り返さない。
【０２３０】
　確かに、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信後、ルートおよびリソース構
成が成功した場合、第2の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成が成功したことを
示す情報をさらに送ることができ、これは、本発明の本実施形態では限定されない。
【０２３１】
　本発明の本実施形態において提供されるNFVシステムにおけるサービス実装のための方
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法に基づいて、第2の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信
し、ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクテンプレート情報に従
って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよ
びリソース構成を実行することを要求するために、サービスルートが通過するサービスリ
ンクテンプレート情報を運び、次いで、サービスリンクテンプレート情報、およびNFVIの
物理的なリソースに関する情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンク
に含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行し、サービスリンクに関する上
位レイヤ情報を取得し、サービスリンクに関する上位レイヤ情報を使用することによって
、NFVIのルートおよびリソース構成を案内する機能を実装し、NFVネットワークサービス
リンクの確立を実装する。
【０２３２】
実施形態6
　本発明の本実施形態は、NFVシステムにおけるサービス実装のための方法を提供する。
方法は、例としてOSS/BSS、NFVO、VNFM、および第2の通信ユニットの間の対話を使用する
ことによって記述されている。図12に示すように、方法は以下を含む。
【０２３３】
　1201:OSS/BSSは、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を取得す
る。
【０２３４】
　サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサービスリンクに関する
情報の対応を示すために使用される。
【０２３５】
　1202:OSS/BSSは、NFVOにサービスリンクテンプレート情報を送る。
【０２３６】
　本発明の本実施形態では、ステップ1201および1202の関連する記述について、実施形態
3のステップ901およびステップ902の関連する記述を参照すること。詳細はここには繰り
返していない。
【０２３７】
　1203:NFVOは、サービスリンクテンプレート情報を受信する。
【０２３８】
　1204:NFVOは、第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセージを送り、
ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクテンプレート情報に従って
、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリ
ソース構成を実行することを要求するために、サービスリンクテンプレート情報を運ぶ。
【０２３９】
　本発明の本実施形態では、ステップ1203およびステップ1204の関連する記述について、
実施形態4のステップ1001および1002の関連する記述を参照すること。詳細はここには繰
り返していない。
【０２４０】
　第2の通信ユニットは、VIMの場合があるか、またはNFVIコントローラの場合があり、こ
れは、本発明の本実施形態では限定されない。NFVIコントローラの関連する記述について
は、実施形態2のステップ501の部分を参照すること。本発明の本実施形態における詳細は
ここには繰り返さない。
【０２４１】
　本発明の本実施形態では、NFVOは、第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要
求メッセージを直接的に送ることができるか、またはVNFMにルートおよびリソース構成要
求メッセージを最初に送ることができ、次いで、VNFMを使用することによって第2の通信
ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセージを送ることができ、これは、本発明
の本実施形態では限定されない。
【０２４２】
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　1205:第2の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信する。
【０２４３】
　1206:第2の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージで運ばれるサー
ビスリンクテンプレート情報、およびNFVIの物理的なリソースに関する情報に従って、サ
ービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソー
ス構成を実行する。
【０２４４】
　本発明の本実施形態では、ステップ1205およびステップ1206の関連する記述については
、実施形態5のステップ1101および1102の関連する記述を参照すること。詳細はここでは
繰り返していない。
【０２４５】
　1207:第2の通信ユニットは、NFVOに、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す
情報を送る。
【０２４６】
　本発明の本実施形態では、第2の通信ユニットは、NFVOに、ルートおよびリソース構成
が成功したことを示す情報を直接的に送ることができるか、またはVNFMに、ルートおよび
リソース構成が成功したことを示す情報を最初に送り、次いで、VNFMを使用することによ
ってNFVOに、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す情報を送ることができ、こ
れは、本発明の本実施形態では限定されない。
【０２４７】
　1208:NFVOは、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す情報を受信する。
【０２４８】
　ステップ1203の後に、NFVOは、OSS/BSSに、サービスリンクテンプレート情報が受信さ
れたことを示す情報をさらに送ることができ、これは、本発明の本実施形態では限定され
ないことに注意されたい。
【０２４９】
　ステップ1208の後に、NFVOは、第2の通信ユニットに、ルートおよびリソース構成が成
功することを示す情報をさらに送ることができ、これは、本発明の本実施形態では限定さ
れないことに注意されたい。
【０２５０】
　サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を取得した後、OSS/BSSは
、サービスリンクとユーザパッケージの対応を確立するためにPCRFと対話するため、PCRF
は、ユーザ識別情報および対応するサービスリンク識別子を構成することに注意されたい
。具体例として、サービスリンク識別子とユーザパッケージの対応は、Table 3(表3)に示
され得る。
【０２５１】
【表３】
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【０２５２】
　NFVOによって指示されるようにサービスリンクテンプレート情報に従って、ルートおよ
びリソース構成の実行に成功した後、第2の通信ユニットは、サービスストリームを転送
することができることに注意されたい。サービスストリーム転送プロセスは、本発明の実
施形態の保護範囲に属さないため、本発明の本実施形態に詳細に記述されていない。
【０２５３】
　本発明の本実施形態において提供されるNFVシステムにおけるサービス実装のための方
法に基づいて、OSS/BSSは、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報
を取得し、サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサービスリンク
に関する情報の対応を示すために使用され、NFVOにサービスリンクテンプレート情報を送
るため、NFVOは、サービスリンクテンプレート情報に従って、第2の通信ユニットに、サ
ービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソー
ス構成を実行することを要求し、サービスリンクに関する上位レイヤ情報を取得し、サー
ビスリンクに関する上位レイヤ情報を使用することによって、NFVIのルートおよびリソー
ス構成を案内する機能を実装し、NFVネットワークサービスリンクの確立を実装する。
【０２５４】
実施形態7
　本発明の本実施形態は、NFVシステムにおけるサービス実装のための方法を提供する。
方法は、例をあげると、第1の通信ユニット、VNFM、NFVO、および第2の通信ユニットの間
で対話を使用することによって記述され、第1の通信ユニットはVNFであると想定される。
図13に示すように、方法は以下を含む。
【０２５５】
　1301:第1の通信ユニットは、サービスリンクルールを取得し、サービスリンクルールは
、実行される必要のあるサービス処理を示すために使用される。
【０２５６】
　本発明の本実施形態では、第1の通信ユニットはVNFであり、サービスリンクコントロー
ラの場合があるか、またはPGW、PCRF、TDF、またはトラフィッククラシファイヤなどのネ
ットワークノードの場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されない。サービ
スリンクコントローラの関連する記述については、実施形態1のステップ301の記述を参照
すること。本発明の本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０２５７】
　サービスリンクルールの関連する記述については、実施形態1のステップ301の記述を参
照すること。本発明の本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０２５８】
　1302:第1の通信ユニットは、サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含
むかどうかを決定する。
【０２５９】
　サービスリンクに関する情報は、サービスルートが通過するVNFに関する情報を示すた
めに使用され、VNFはサービス処理のために構成される。
【０２６０】
　実施形態1のステップ301におけるサービスリンクルールの関連する記述によれば、サー
ビスリンクルールは、サービスリンクに関する情報を直接的に含む場合があるか、または
サービスリンクに関する情報を含まない場合があることが認識され得る。したがって、本
発明の本実施形態において、サービスリンクルールを取得した後、第1の通信ユニットは
、サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含むかどうかを最初に決定する
。サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでいる場合、ステップ1303
が実行される。
【０２６１】
　サービスリンクに関する情報の関連する記述について、実施形態1のステップ302の関連
する記述を参照すること。本発明の本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
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【０２６２】
　1303:サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでいる場合、第1の通
信ユニットは、サービスリンクルールに含まれるサービスリンクに関する情報を取得する
。
【０２６３】
　1304:第1の通信ユニットは、VNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを送り、
ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する情報に従って、サ
ービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを要求す
るために、サービスリンクに関する情報を運ぶ。
【０２６４】
　本発明の本実施形態では、サービスリンクに関する情報を取得した後、第1の通信ユニ
ットは、VNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る。
【０２６５】
　1305:VNFMは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信する。
【０２６６】
　1306:VNFMは、第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る。
【０２６７】
　本発明の本実施形態では、VNFMは、第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要
求メッセージを直接的に送ることができるか、またはNFVOにルートおよびリソース構成要
求メッセージを最初に送ることができ、NFVOは、第2の通信ユニットにルートおよびリソ
ース構成要求メッセージを送り、これは、本発明の本実施形態では限定されない。
【０２６８】
　第2の通信ユニットは、VIMの場合があるか、またはNFVIコントローラの場合があり、こ
れは、本発明の本実施形態では限定されない。NFVIコントローラの関連する記述について
は、実施形態2のステップ501の部分を参照すること。本発明の本実施形態における詳細は
ここには繰り返さない。
【０２６９】
　1307:第2の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信する。
【０２７０】
　1308:第2の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージで運ばれるサー
ビスリンクに関する情報、およびNFVIの物理的なリソースに関する情報に従って、サービ
スリンクに含まれるVNFに対するサービスルートおよびリソース構成を実行する。
【０２７１】
　本発明の本実施形態では、第2の通信ユニットが、ルートおよびリソース構成要求メッ
セージで運ばれるサービスリンクに関する情報、およびNFVIの物理的なリソースに関する
情報に従って、サービスリンクに含まれるVNFに対するサービスルートおよびリソース構
成を実行する方法について、実施形態2のステップ502の記述を参照すること。本発明の本
実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０２７２】
　1309:第2の通信ユニットは、VNFMに、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す
情報を送る。
【０２７３】
　本発明の本実施形態では、第2の通信ユニットは、VNFMに、ルートおよびリソース構成
が成功したことを示す情報を直接的に送ることができるか、またはNFVOに、ルートおよび
リソース構成が成功したことを示す情報を最初に送ることができ、NFVOは、VNFMに、ルー
トおよびリソース構成が成功したことを示す情報を送り、これは、本発明の本実施形態で
は限定されない。
【０２７４】
　1310:VNFMは、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す情報を受信する。
【０２７５】
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　1311:VNFMは、第1の通信ユニットに、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す
情報を送る。
【０２７６】
　1312:第1の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す情報を受
信する。
【０２７７】
　オプションとして、本発明の本実施形態は、NFVシステムにおけるサービス実装のため
の方法を提供する。方法は、例をあげると、第1の通信ユニット、VNFM、NFVO、および第2
の通信ユニットの間で対話を使用することによって記述され、第1の通信ユニットはVNFで
あると想定される。図14Aおよび図14Bに示すように、方法は、以下を含む。
【０２７８】
　1401:第1の通信ユニットは、サービスリンクルールを取得し、サービスリンクルールは
、実行される必要のあるサービス処理を示すために使用される。
【０２７９】
　本発明の本実施形態では、第1の通信ユニットはVNFであり、サービスリンクコントロー
ラの場合があるか、またはPGW、PCRF、TDF、またはトラフィッククラシファイヤなどのネ
ットワークノードの場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されない。サービ
スリンクコントローラの関連する記述については、実施形態1のステップ301の記述を参照
すること。本発明の本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０２８０】
　サービスリンクルールの関連する記述については、実施形態1のステップ301の記述を参
照すること。本発明の本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０２８１】
　1402:第1の通信ユニットは、サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含
むかどうかを決定する。
【０２８２】
　サービスリンクに関する情報は、サービスルートが通過するVNFに関する情報を示すた
めに使用され、VNFはサービス処理のために構成される。
【０２８３】
　実施形態1のステップ301におけるサービスリンクルールの関連する記述によれば、サー
ビスリンクルールは、サービスリンクに関する情報を直接的に含む場合があるか、または
サービスリンクに関する情報を含まない場合があることが認識され得る。したがって、本
発明の本実施形態において、サービスリンクルールを取得した後、第1の通信ユニットは
、サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含むかどうかを最初に決定する
。サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでいない場合、ステップ14
03が実行される。
【０２８４】
　サービスリンクに関する情報の関連する記述については、実施形態1のステップ302の関
連する記述を参照すること。本発明の本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０２８５】
　1403:サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでいない場合、第1の
通信ユニットは、サービスリンクルールに従って、サービスルートが通過するVNFのタイ
プおよびVNFのタイプの各VNFタイプに含まれるVNFの識別情報を決定する。
【０２８６】
　具体例として、サービスリンクルールは、たとえばビデオ最適化などのサービスルート
ポリシーを含むと想定すると、第1の通信ユニットは、サービスルートポリシーの命令に
従って、ビデオ最適化が通過する必要のあるVNFのタイプを決定する必要がある:TCPプロ
キシ->ビデオキャッシュ>NAT、および各VNFタイプに含まれるVNFの識別情報。たとえば、
TCPプロキシ機能を実装するためのVNFは、VNF1およびVNF7を含み、ビデオキャッシュ機能
を実装するためのVNFは、VNF2およびVNF8を含み、NAT機能を実装するためのVNFは、VNF3
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を含む。
【０２８７】
　確かに、サービスリンクルールは、サービスルートが通過するVNFのタイプを直接的に
含むことができ、これは、本発明の本実施形態では限定されない。
【０２８８】
　1404:第1の通信ユニットは、VNFMに問い合わせ要求メッセージを送り、問い合わせ要求
メッセージは、VNFの識別情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を問い合
わせることを要求するために、各VNFタイプに含まれるVNFの識別情報を運び、第1の情報
は、NFVIのネットワークトポロジ、ノード能力、および状態を示すために使用される。
【０２８９】
　本発明の本実施形態では、サービスルートが通過するVNFのタイプおよびVNFのタイプの
各VNFタイプに含まれるVNFの識別情報を決定した後、第1の通信ユニットは、各VNFタイプ
に含まれるVNFの第1の情報を問い合わせるために、VNFMに問い合わせ要求メッセージを送
る。
【０２９０】
　具体例として、ステップ1403の例に基づいて、第1の通信ユニットは、VNF1、VFN7、VNF
2、VNF8、およびVNF3の第1の情報を問い合わせるために、問い合わせ要求メッセージを送
り、第1の情報は、NFVIのネットワークトポロジ、ノード能力、および状態を示すために
使用される。
【０２９１】
　1405:VNFMは、問い合わせ要求メッセージを受信する。
【０２９２】
　1406:VNFMは、第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送る。
【０２９３】
　本発明の本実施形態では、VNFMは、第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを
直接的に送ることができるか、または最初にNFVOに問い合わせ要求メッセージを送ること
ができ、NFVOは、第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送り、これは、本発
明の本実施形態では限定されない。
【０２９４】
　第2の通信ユニットは、VIMの場合があるか、またはNFVIコントローラの場合があり、こ
れは、本発明の本実施形態では限定されない。NFVIコントローラの関連する記述について
は、実施形態2のステップ501の部分を参照すること。本発明の本実施形態における詳細は
ここには繰り返さない。
【０２９５】
　1407:第2の通信ユニットは、問い合わせ要求メッセージを受信する。
【０２９６】
　1408:第2の通信ユニットは、問い合わせ要求メッセージに従ってNFVIの物理的なリソー
スを問い合わせ、第1の情報を取得する。
【０２９７】
　具体例として、ステップ1403の例に基づいて、第2の通信ユニットは、VNF1、VNF7、VNF
2、VNF8、およびVNF3の第1の情報を別々に問い合わせることができ、次いで、第1の情報
を取得することができる。たとえば、第1の情報は、以下の場合がある。
　VNF1のリソース負荷は、事前設定しきい値を超える、VNF7、VNF2、およびVNF3のリソー
ス負荷は比較的小さい、およびVNF8のリソース負荷は、比較的大きい。
【０２９８】
　1409:第2の通信ユニットは、VNFMに第1の情報を送る。
【０２９９】
　本発明の本実施形態では、第2の通信ユニットは、VNFMに第1の情報を直接的に送ること
ができるか、またはNFVOに第1の情報を最初に送ることができ、NFVOは、VNFMに第1の情報
を送り、これは、本発明の本実施形態では限定されない。
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【０３００】
　1410:VNFMは、第1の情報を受信する。
【０３０１】
　1411:VNFMは、第1の通信ユニットに第1の情報を送る。
【０３０２】
　1412:第1の通信ユニットは、第1の情報を受信する。
【０３０３】
　1413:第1の通信ユニットは、第1の情報に従ってサービスリンクに関する情報を生成す
る。
【０３０４】
　第1の情報を受信した後、第1の通信ユニットは、第1の情報に従ってサービスリンクに
関する情報を生成する。
【０３０５】
　具体例として、ステップ1408の例に基づいて、第1の情報が次のとおりである場合:VNF1
のリソース負荷は事前設定しきい値を超える、VNF7、VNF2、およびVNF3のリソース負荷は
比較的小さい、およびVNF8のリソース負荷は比較的大きい、サービスリンクは第1の情報
に従って以下のように生成され得る。
　VNF7->VNF2->VNF3
【０３０６】
　前述の例は、サービスリンクルールに従ってサービスリンクに関する情報を取得する方
法を単に典型的に提供するものであり、確かに、異なるサービスリンクルールによると、
第2の通信ユニットの問い合わせの後に取得されたサービスリンクに関する情報は異なる
場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されないことに注意されたい。
【０３０７】
　1414:第1の通信ユニットは、VNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを送り、
ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する情報に従って、サ
ービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを要求す
るために、サービスリンクに関する情報を運ぶ。
【０３０８】
　1415:VNFMは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信する。
【０３０９】
　1416:VNFMは、第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る。
【０３１０】
　1417:第2の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信する。
【０３１１】
　1418:第2の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージで運ばれるサー
ビスリンクに関する情報、およびNFVIの物理的なリソースに関する情報に従って、サービ
スルートおよびリソース構成を実行する。
【０３１２】
　1419:第2の通信ユニットは、VNFMに、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す
情報を送る。
【０３１３】
　1420:VNFMは、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す情報を受信する。
【０３１４】
　1421:VNFMは、第1の通信ユニットに、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す
情報を送る。
【０３１５】
　1422:第1の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す情報を受
信する。
【０３１６】
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　本発明の本実施形態では、ステップ1414から1422の関連する記述については、図13に示
した実施形態のステップ1304から1312の記述を参照すること。本発明の本実施形態におけ
る詳細はここには繰り返さない。
【０３１７】
　本発明の本実施形態は、NFVシステムにおけるサービス実装のための方法をさらに提供
する。方法は、例をあげると、第1の通信ユニット、OSS/BSS、VNFM、NFVO、および第2の
通信ユニットの間の対話を使用することによって記述され、第1の通信ユニットは、VNFの
場合があるか、またはPNFの場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されない
。図15に示すように、方法は以下を含む。
【０３１８】
　1501:第1の通信ユニットは、サービスリンクルールを取得し、サービスリンクルールは
、実行される必要のあるサービス処理を示すために使用される。
【０３１９】
　本発明の本実施形態では、第1の通信ユニットは、サービスリンクコントローラの場合
があるか、またはPGW、PCRF、TDF、またはトラフィッククラシファイヤなどのネットワー
クノードの場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されない。サービスリンク
コントローラの関連する記述については、実施形態1のステップ301の記述を参照すること
。本発明の本実施形態における詳細はここでは繰り返さない。
【０３２０】
　本発明の本実施形態において、PGW、PCRF、TDF、またはトラフィッククラシファイヤな
どのネットワークノードは、VNFユニットの場合があるか、またはPNFユニットの場合があ
り、これは、本発明の本実施形態では限定されないことに注意されたい。
【０３２１】
　サービスリンクルールの関連する記述については、実施形態1のステップ301の記述を参
照すること。本発明の本実施形態における詳細はここでは繰り返さない。
【０３２２】
　1502:第1の通信ユニットは、サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含
むかどうかを決定する。
【０３２３】
　サービスリンクに関する情報は、サービスルートが通過するVNFに関する情報を示すた
めに使用され、VNFはサービス処理のために構成される。
【０３２４】
　実施形態1のステップ301におけるサービスリンクルールの関連する記述によれば、サー
ビスリンクルールは、サービスリンクに関する情報を直接的に含む場合があるか、または
サービスリンクに関する情報を含まない場合があることが認識され得る。したがって、本
発明の本実施形態において、サービスリンクルールを取得した後、第1の通信ユニットは
、サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含むかどうかを最初に決定する
。サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでいる場合、ステップ1503
が実行される。
【０３２５】
　サービスリンクに関する情報の関連する記述については、実施形態1のステップ302の関
連する記述を参照すること。本発明の本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０３２６】
　1503:サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでいる場合、第1の通
信ユニットは、サービスリンクルールに含まれるサービスリンクに関する情報を取得する
。
【０３２７】
　1504:第1の通信ユニットは、OSS/BSSにルートおよびリソース構成要求メッセージを送
り、ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する情報に従って
、サービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを要
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求するために、サービスリンクに関する情報を運ぶ。
【０３２８】
　本発明の本実施形態では、サービスリンクに関する情報を取得した後、第1の通信ユニ
ットは、OSS/BSSにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る。
【０３２９】
　1505:OSS/BSSは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信する。
【０３３０】
　1506:OSS/BSSは、NFVOにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る。
【０３３１】
　1507:NFVOは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信する。
【０３３２】
　1508:NFVOは、第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る。
【０３３３】
　本発明の本実施形態では、NFVOは、第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要
求メッセージを直接的に送ることができるか、またはVNFMにルートおよびリソース構成要
求メッセージを最初に送ることができ、VNFMは、第2の通信ユニットにルートおよびリソ
ース構成要求メッセージを送り、これは、本発明の本実施形態では限定されない。
【０３３４】
　第2の通信ユニットは、VIMの場合があるか、またはNFVIコントローラの場合があり、こ
れは、本発明の本実施形態では限定されない。NFVIコントローラの関連する記述について
は、実施形態2のステップ501の部分を参照すること。本発明の本実施形態における詳細は
ここには繰り返さない。
【０３３５】
　1509:第2の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信する。
【０３３６】
　1510:第2の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージで運ばれるサー
ビスリンクに関する情報、およびNFVIの物理的なリソースに関する情報に従って、サービ
スリンクに含まれるVNFに対するサービスルートおよびリソース構成を実行する。
【０３３７】
　本発明の本実施形態では、第2の通信ユニットが、ルートおよびリソース構成要求メッ
セージで運ばれるサービスリンクに関する情報、およびNFVIの物理的なリソースに関する
情報に従って、サービスリンクに含まれるVNFに対するサービスルートおよびリソース構
成を実行するための方法については、実施形態2のステップ502の記述を参照すること。本
発明の本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０３３８】
　1511:第2の通信ユニットは、NFVOに、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す
情報を送る。
【０３３９】
　本発明の本実施形態では、第2の通信ユニットは、NFVOに、ルートおよびリソース構成
が成功したことを示す情報を直接的に送ることができるか、またはVNFMに、ルートおよび
リソース構成が成功したことを示す情報を最初に送ることができ、VNFMは、NFVOに、ルー
トおよびリソース構成が成功したことを示す情報を送り、これは、本発明の本実施形態で
は限定されない。
【０３４０】
　1512:NFVOは、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す情報を受信する。
【０３４１】
　1513:NFVOは、OSS/BSSに、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す情報を送る
。
【０３４２】
　1514:OSS/BSSは、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す情報を受信する。
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【０３４３】
　1515:OSS/BSSは、第1の通信ユニットに、ルートおよびリソース構成が成功したことを
示す情報を送る。
【０３４４】
　1516:第1の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す情報を受
信する。
【０３４５】
　オプションとして、本発明の本実施形態は、NFVシステムにおけるサービス実装のため
の方法をさらに提供する。方法は、例をあげると、第1の通信ユニット、OSS/BSS、VNFM、
NFVO、および第2の通信ユニットの間の対話を使用することによって記述され、第1の通信
ユニットは、VNFの場合があるか、またはPNFの場合があり、これは、本発明の本実施形態
では限定されない。図16Aおよび図16Bに示すように、方法は、以下を含む。
【０３４６】
　1601:第1の通信ユニットは、サービスリンクルールを取得し、サービスリンクルールは
、実行される必要のあるサービス処理を示すために使用される。
【０３４７】
　本発明の本実施形態では、第1の通信ユニットは、サービスリンクコントローラの場合
があるか、またはPGW、PCRF、TDF、またはトラフィッククラシファイヤなどのネットワー
クノードの場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されない。サービスリンク
コントローラの関連する記述については、実施形態1のステップ301の記述を参照すること
。本発明の本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０３４８】
　本発明の本実施形態において、PGW、PCRF、TDF、またはトラフィッククラシファイヤな
どのネットワークノードは、VNFユニットの場合があるか、またはPNFユニットの場合があ
り、これは、本発明の本実施形態では限定されないことに注意されたい。
【０３４９】
　サービスリンクルールの関連する記述について、実施形態1のステップ301の記述を参照
すること。本発明の本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０３５０】
　1602:第1の通信ユニットは、サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含
むかどうかを決定する。
【０３５１】
　サービスリンクに関する情報は、サービスルートが通過するVNFに関する情報を示すた
めに使用され、VNFはサービス処理のために構成される。
【０３５２】
　実施形態1のステップ301におけるサービスリンクルールの関連する記述によれば、サー
ビスリンクルールは、サービスリンクに関する情報を直接的に含む場合があるか、または
サービスリンクに関する情報を含まない場合があることが認識され得る。したがって、本
発明の本実施形態において、サービスリンクルールを取得した後、第1の通信ユニットは
、サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含むかどうかを最初に決定する
。サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでいない場合、ステップ16
03が実行される。
【０３５３】
　サービスリンクに関する情報の関連する記述について、実施形態1のステップ302の関連
する記述を参照すること。本発明の本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０３５４】
　1603:サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでいない場合、第1の
通信ユニットは、サービスリンクルールに従って、サービスルートが通過するVNFのタイ
プおよびVNFのタイプの各VNFタイプに含まれるVNFの識別情報を決定する。
【０３５５】
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　1604:第1の通信ユニットは、OSS/BSSに問い合わせ要求メッセージを送り、問い合わせ
要求メッセージは、VNFの識別情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を問
い合わせることを要求するために、各VNFタイプに含まれるVNFの識別情報を運び、第1の
情報は、NFVIのネットワークトポロジ、ノード能力、および状態を示すために使用される
。
【０３５６】
　1605:OSS/BSSは、問い合わせ要求メッセージを受信する。
【０３５７】
　1606:OSS/BSSは、NFVOに問い合わせ要求メッセージを送る。
【０３５８】
　1607:NFVOは、問い合わせ要求メッセージを受信する。
【０３５９】
　1608:NFVOは、第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送る。
【０３６０】
　本発明の本実施形態では、NFVOは、第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを
直接的に送ることができるか、またはVNFMに問い合わせ要求メッセージを最初に送ること
ができ、VNFMは、第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送り、これは、本発
明の本実施形態では限定されない。
【０３６１】
　第2の通信ユニットは、VIMの場合があるか、またはNFVIコントローラの場合があり、こ
れは、本発明の本実施形態では限定されない。NFVIコントローラの関連する記述について
は、実施形態2のステップ501の部分を参照すること。本発明の本実施形態における詳細は
ここには繰り返さない。
【０３６２】
　1609:第2の通信ユニットは、問い合わせ要求メッセージを受信する。
【０３６３】
　1610:第2の通信ユニットは、問い合わせ要求メッセージに従ってNFVIの物理的なリソー
スを問い合わせ、第1の情報を取得する。
【０３６４】
　1611:第2の通信ユニットは、NFVOに第1の情報を送る。
【０３６５】
　本発明の本実施形態では、第2の通信ユニットは、NFVOに第1の情報を直接的に送ること
ができるか、またはVNFMに第1の情報を最初に送ることができ、VNFMは、NFVOに第1の情報
を送り、これは、本発明の本実施形態では限定されない。
【０３６６】
　1612:NFVOは、第1の情報を受信する。
【０３６７】
　1613:NFVOは、OSS/BSSに第1の情報を送る。
【０３６８】
　1614:OSS/BSSは、第1の情報を受信する。
【０３６９】
　1615:OSS/BSSは、第1の通信ユニットに第1の情報を送る。
【０３７０】
　1616:第1の通信ユニットは、第1の情報を受信する。
【０３７１】
　1617:第1の通信ユニットは、第1の情報に従ってサービスリンクに関する情報を生成す
る。
【０３７２】
　本発明の本実施形態では、第1の通信ユニットは、サービスリンクルールに従って、第2
の通信ユニットに問い合わせた後、サービスリンクに関する情報を取得する例について、
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第1の通信ユニットは、サービスリンクルールに従って第2の通信ユニットに問い合わせた
後、サービスリンクに関する情報を取得する図14Aおよび図14Bに示した実施形態の例を参
照すること。本発明の本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０３７３】
　1618:第1の通信ユニットは、OSS/BSSにルートおよびリソース構成要求メッセージを送
り、ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する情報に従って
、サービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを要
求するために、サービスリンクに関する情報を運ぶ。
【０３７４】
　1619:OSS/BSSは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信する。
【０３７５】
　1620:OSS/BSSは、NFVOにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る。
【０３７６】
　1621:NFVOは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信する。
【０３７７】
　1622:NFVOは、第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る。
【０３７８】
　1623:第2の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信する。
【０３７９】
　1624:第2の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージで運ばれるサー
ビスリンクに関する情報、およびNFVIの物理的なリソースに関する情報に従って、サービ
スルートおよびリソース構成を実行する。
【０３８０】
　1625:第2の通信ユニットは、NFVOに、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す
情報を送る。
【０３８１】
　1626:NFVOは、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す情報を受信する。
【０３８２】
　1627:NFVOは、OSS/BSSに、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す情報を送る
。
【０３８３】
　1628:OSS/BSSは、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す情報を受信する。
【０３８４】
　1629:OSS/BSSは、第1の通信ユニットに、ルートおよびリソース構成が成功したことを
示す情報を送る。
【０３８５】
　1630:第1の通信ユニットは、ルートおよびリソース構成が成功したことを示す情報を受
信する。
【０３８６】
　本発明の本実施形態では、ステップ1418から1430の関連する記述については、図15に示
した実施形態のステップ1304から1316の記述を参照すること。本発明の本実施形態におけ
る詳細はここには繰り返さない。
【０３８７】
　図13または図15に示した実施形態において、サービスリンクルールがサービスリンクに
関する情報を含んでいる場合、第1の通信ユニットは、また、サービスリンクに含まれるV
NFの状態が異常かどうかを決定するために、第2の通信ユニットを使用することによって
、サービスリンクに含まれるVNFの第1の情報を問い合わせることができることに注意され
たい。第2の通信ユニットが、問い合わせを通じて、サービスリンクに含まれているVNFの
状態が異常であることを取得した場合(たとえば、リソース負荷が事前設定しきい値を超
えている)、第2の通信ユニットは、間に合うように第1の通信ユニットに異常情報をフィ
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ードバックするため、第1の通信ユニットは、サービスリンクルールを送るエンティティ
に異常情報をフィードバックし、次いで、サービスリンクルールを送るエンティティは、
対応するポリシーに従って、たとえば、サービスリンクに関する情報を再度送るなど、対
応する処理を実行する。サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでい
る場合に、第2の通信ユニットを使用することによって、サービスリンクに含まれるVNFの
第1の情報を問い合わせる必要があるかどうかは、本発明の本実施形態では限定しない。
【０３８８】
　上に記述したように、図13から図16Aおよび図16Bに示した実施形態では、第2の通信ユ
ニットは、VIMの場合があるか、またはNFVIコントローラの場合があることに注意された
い。第2の通信ユニットがNFVIコントローラである場合、NFVIコントローラと直接的に通
信するユニットは、一般的に、VIMである。すなわち、NFVIコントローラの以前のホップ
通信ユニットは、一般的に、VIMである。具体例として、たとえば、図13に示した実施形
態におけるステップ1306では、VNFMが第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要
求メッセージを送る場合、特定の実装経路は、以下の場合がある。
　VNFMによって、VIMにルートおよびリソース構成要求メッセージを送り、VIMによって、
NFVIコントローラにルートおよびリソース構成要求メッセージを送り、これは、本発明の
本実施形態では限定されない。
【０３８９】
　本発明の本実施形態において提供されるNFVシステムにおけるサービス実装のための方
法に基づいて、サービスリンクルールを取得した後、第1の通信ユニットは、サービスリ
ンクルールに従って、サービスルートが通過するサービスリンクに関する情報を取得する
ことができ、次いで、サービスリンクに関する情報に従って、サービスリンクに含まれる
VNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを要求するために、サービスリン
クに関する情報を運ぶルートおよび構成要求メッセージを送り、サービスリンクに関する
上位レイヤ情報を取得し、サービスリンクに関する上位レイヤ情報を使用することによっ
て、NFVIのルートおよびリソース構成を案内する機能を実装し、NFVネットワークサービ
スリンクの確立を実装する。
【０３９０】
実施形態8
　本発明の本実施形態は、第1の通信ユニット1700を提供する。図17に示すように、第1の
通信ユニット1700は、
　サービスリンクルール取得ユニット1701、サービスリンク情報取得ユニット1702、およ
びメッセージ送信ユニット1703
を含み、
　サービスリンクルール取得ユニット1701は、サービスリンクルールを取得するように構
成され、サービスリンクルールは、実行される必要のあるサービス処理を示すために使用
され、
　サービスリンク情報取得ユニット1702は、サービスリンクルール取得ユニット1701によ
って取得されたサービスリンクルールに従って、サービスルートが通過するサービスリン
クに関する情報を取得するように構成され、
　サービスリンクに関する情報は、サービスルートが通過する仮想化されたネットワーク
機能VNFに関する情報を示すために使用され、VNFはサービス処理のために構成され、
　メッセージ送信ユニット1703は、ルートおよびリソース構成要求メッセージを送るよう
に構成され、ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する情報
に従って、サービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行する
ことを要求するために、サービスリンク情報取得ユニット1702によって取得されたサービ
スリンクに関する情報を運ぶ。
【０３９１】
　さらに、図18に示すように、第1の通信ユニット1700は、情報決定ユニット1704をさら
に含み、
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　情報決定ユニット1704は、サービスリンク情報取得ユニット1702が、サービスリンクル
ール取得ユニット1701によって取得されたサービスリンクルールに従って、サービスルー
トが通過するサービスリンクに関する情報を取得する前に、サービスリンクルールがサー
ビスリンクに関する情報を含むかどうかを決定するように構成され、
　サービスリンク情報取得ユニット1702は、
　情報決定モジュール17021、メッセージ送信モジュール17022、受信モジュール17023、
および生成モジュール17024、
を含み、
　情報決定モジュール17021は、サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を
含んでいないと情報決定ユニット1704が決定した場合、サービスリンクルールに従って、
サービスルートが通過するVNFのタイプおよびVNFのタイプの各VNFタイプに含まれるVNFの
識別情報を決定するように構成され、
　メッセージ送信モジュール17022は、問い合わせ要求メッセージを送るように構成され
、問い合わせ要求メッセージは、VNFの識別情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの
第1の情報を問い合わせることを要求するために、各VNFタイプに含まれるVNFの情報決定
モジュール17021によって決定された識別情報を運び、第1の情報は、ネットワーク機能仮
想化インフラストラクチャNFVIのネットワークトポロジ、ノード能力、および状態を示す
ために使用され、
　受信モジュール17023は、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を受信するように構成
され、
　生成モジュール17024は、各VNFタイプに含まれるVNFの受信モジュール17023によって受
信される、第1の情報に従ってサービスリンクに関する情報を生成するように構成される
。
【０３９２】
　さらに、図19に示すように、サービスリンク情報取得ユニット1702は、取得モジュール
17025をさらに含み、
　取得モジュール17025は、サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含ん
でいる場合、サービスリンクルールに含まれるサービスリンクに関する情報を取得するよ
うに構成される。

【０３９３】
　さらに、メッセージ送信モジュール17022は、
　VNFの識別情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を問い合わせることを
第2の通信ユニットに要求するために、第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを
送る
ように構成される。
【０３９４】
　可能な実装方法では、メッセージ送信モジュール17022は、
　VNFマネージャVNFMを使用することによって第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセ
ージを送るために、VNFMに問い合わせ要求メッセージを送る
ように構成される。
【０３９５】
　好ましくは、メッセージ送信モジュール17022は、
　VNFMを使用することによってネットワーク機能仮想化NFVオーケストレータNFVOに問い
合わせ要求メッセージを送るため、およびNFVOを使用することによって第2の通信ユニッ
トに問い合わせ要求メッセージを送るために、VNFMに問い合わせ要求メッセージを送る
ように構成される。
【０３９６】
　別の可能な実装方法では、メッセージ送信モジュール17022は、
　OSS/BSSを使用することによってNFVOに問い合わせ要求メッセージを送るため、およびN
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FVOを使用することによって第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送るために
、運用支援システム/ビジネス支援システムOSS/BSSに問い合わせ要求メッセージを送る
ように構成される。
【０３９７】
　好ましくは、メッセージ送信モジュール17022は、
　OSS/BSSを使用することによってNFVOに問い合わせ要求メッセージを送るため、NFVOを
使用することによってVNFMに問い合わせ要求メッセージを送るため、およびVNFMを使用す
ることによって第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送るために、OSS/BSSに
問い合わせ要求メッセージを送る
ように構成される。
【０３９８】
　さらに、メッセージ送信ユニット1703は、
　ルートおよびリソース構成を実行するように第2の通信ユニットに要求するために、第2
の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る
ように構成される。
【０３９９】
　可能な実装方法では、メッセージ送信ユニット1703は、
　VNFMを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッ
セージを送るために、VNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る
ように構成される。
【０４００】
　好ましくは、メッセージ送信ユニット1703は、
　VNFMを使用することによってNFVOにルートおよびリソース構成要求メッセージを送るた
め、およびNFVOを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成
要求メッセージを送るために、VNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る
ように構成される。
【０４０１】
　別の可能な実装方法では、メッセージ送信ユニット1703は、
　OSS/BSSを使用することによってNFVOにルートおよびリソース構成要求メッセージを送
るため、およびNFVOを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース
構成要求メッセージを送るために、OSS/BSSにルートおよびリソース構成要求メッセージ
を送る
ように構成される。
【０４０２】
　好ましくは、メッセージ送信ユニット1703は、
　OSS/BSSを使用することによってNFVOにルートおよびリソース構成要求メッセージを送
るため、NFVOを使用することによってVNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを
送るため、およびVNFMを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソー
ス構成要求メッセージを送るために、OSS/BSSにルートおよびリソース構成要求メッセー
ジを送る
ように構成される。
【０４０３】
　さらに、図20に示すように、第1の通信ユニット1700は、受信ユニット1705をさらに含
み、
　受信ユニット1705は、ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソー
ス構成が成功したことを示す情報を受信するように構成される。
【０４０４】
　本発明の本実施形態では、第1の通信ユニットは、サービスリンクコントローラの場合
があるか、またはPGW、PCRF、TDF、またはトラフィッククラシファイヤなどのネットワー
クノードの場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されない。サービスリンク
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コントローラの関連する記述については、実施形態1のステップ301の記述を参照すること
。本発明の本実施形態における詳細はここでは繰り返さない。
【０４０５】
　本発明の本実施形態において、PGW、PCRF、TDF、またはトラフィッククラシファイヤな
どのネットワークノードは、VNFユニットの場合があるか、またはPNFユニットの場合があ
り、これは、本発明の本実施形態では限定されないことに注意されたい。
【０４０６】
　第2の通信ユニットは、VIMの場合があるか、またはNFVIコントローラの場合があり、こ
れは、本発明の本実施形態では限定されない。NFVIコントローラの関連する記述について
は、実施形態2のステップ501の部分を参照すること。本発明の本実施形態における詳細は
ここには繰り返さない。
【０４０７】
　第1の通信ユニットによって実行されるNFVシステムにおけるサービス実装のための方法
については、実施形態1または実施形態7の記述を参照すること。本発明の本実施形態にお
ける詳細はここには繰り返さない。
【０４０８】
　本発明の本実施形態において提供される第1の通信ユニットに基づいて、サービスリン
クルールを取得した後、第1の通信ユニットは、サービスリンクルールに従って、サービ
スルートが通過するサービスリンクに関する情報を取得することができ、次いで、サービ
スリンクに関する情報に従って、サービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリ
ソース構成を実行することを要求するために、サービスリンクに関する情報を運ぶルート
および構成要求メッセージを送り、サービスリンクに関する上位レイヤ情報を取得し、サ
ービスリンクに関する上位レイヤ情報を使用することによって、NFVIのルートおよびリソ
ース構成を案内する機能を実装し、NFVネットワークサービスリンクの確立を実装する。
【０４０９】
実施形態9
　本発明の本実施形態は、第2の通信ユニット2100を提供する。図21に示すように、第2の
通信ユニット2100は、受信ユニット2101および構成ユニット2102を含み、
　受信ユニット2101は、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信するように構成
され、ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する情報に従っ
て、サービスリンクに含まれる仮想化されたネットワーク機能VNFに対するルートおよび
リソース構成を実行することを要求するために、サービスルートが通過するサービスリン
クに関する情報を運び、
　サービスリンクに関する情報は、サービスリンクルールに従って取得され、サービスリ
ンクルールは、実行される必要のあるサービス処理を示すために使用され、サービスリン
クに関する情報は、サービスルートが通過するVNFに関する情報を示すために使用され、V
NFはサービス処理のために構成され、
　構成ユニット2102は、受信ユニット2101によって受信されるサービスリンクに関する情
報、およびネットワーク機能仮想化インフラストラクチャNFVIの物理的なリソースに関す
る情報に従って、サービスリンクに含まれるVNFに対するサービスルートおよびリソース
構成を実行するように構成される。
【０４１０】
　さらに、図22に示すように、第2の通信ユニット2100は、
　問い合わせユニット2103および送信ユニット2104
をさらに含み、
　受信ユニット2101は、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信する前に、問い
合わせ要求メッセージを受信するようにさらに構成され、問い合わせ要求メッセージは、
VNFの識別情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を問い合わせることを要
求するために、サービスルートが通過するVNFのタイプの各VNFタイプに含まれるVNFの識
別情報を運び、第1の情報は、NFVIのネットワークトポロジ、ノード能力、および状態を
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示すために使用され、
　問い合わせユニット2103は、受信ユニット2101によって受信された問い合わせ要求メッ
セージに従って、NFVIの物理的なリソースを問い合わせ、各VNFタイプに含まれるVNFの第
1の情報を取得するように構成され、
　送信ユニット2104は、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報に従ってサービスリンク
に関する情報を生成するために、各VNFタイプに含まれるVNFの問い合わせを通じて問い合
わせユニット2103によって取得された第1の情報を送るように構成される。
【０４１１】
　可能な実装方法では、受信ユニット2101は、
　VNFマネージャVNFMによって送られたルートおよびリソース構成要求メッセージを受信
する
ように構成される。
【０４１２】
　別の可能な実装方法では、受信ユニット2101は、
　VNF運用支援システム/ビジネス支援システムOSS/BSSによって送られたルートおよびリ
ソース構成要求メッセージを受信する
ように構成される。
【０４１３】
　さらに、送信ユニット2104は、
　ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成功したこと
を示す情報を送る
ようにさらに構成される。
【０４１４】
　本発明の本実施形態では、第2の通信ユニットは、VIMの場合があるか、またはNFVIコン
トローラの場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されない。NFVIコントロー
ラの関連する記述については、実施形態2のステップ501の部分を参照すること。本発明の
本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０４１５】
　第2の通信ユニットによって実行されるNFVシステムにおけるサービス実装のための方法
については、実施形態2または実施形態7の記述を参照すること。本発明の本実施形態にお
ける詳細はここには繰り返さない。
【０４１６】
　本発明の本実施形態において提供される第2の通信ユニットに基づいて、第2の通信ユニ
ットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信することができ、ルートおよび
リソース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する情報に従って、サービスリンク
に含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを要求するために、サ
ービスルートが通過するサービスリンクに関する情報を運び、サービスリンクに関する情
報、およびNFVIの物理的なリソースに関する情報に従って、サービスリンクに含まれるVN
Fに対するサービスルートおよびリソース構成を実行し、サービスリンクに関する上位レ
イヤ情報を取得し、サービスリンクに関する上位レイヤ情報を使用することによって、NF
VIのルートおよびリソース構成を案内する機能を実装し、NFVネットワークサービスリン
クの確立を実装する。
【０４１７】
実施形態10
　本発明の本実施形態は、運用支援システム/ビジネス支援システムOSS/BSS 2300を提供
する。図23に示すように、OSS/BSS 2300は、取得ユニット2301および送信ユニット2302を
含み、
　取得ユニット2301は、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を取
得するように構成され、
　サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサービスリンクに関する
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情報の対応を示すために使用され、
　送信ユニット2302は、NFVオーケストレータNFVOに、取得ユニット2301によって取得さ
れたサービスリンクテンプレート情報を送るように構成されるため、NFVOは、サービスリ
ンクテンプレート情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれ
る仮想化されたネットワーク機能VNFに対するルートおよびリソース構成を実行すること
を要求する。
【０４１８】
　さらに、図24に示すように、OSS/BSS 2300は、受信ユニット2303をさらに含み、
　受信ユニット2303は、サービスリンクテンプレート情報が受信されたことを示す情報を
受信するように構成される。
【０４１９】
　さらに、受信ユニット2303は、
　ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成功したこと
を示す情報を受信する
ようにさらに構成される。
【０４２０】
　OSS/BSSによって実行されるNFVシステムにおけるサービス実装のための方法については
、実施形態3または実施形態6の記述を参照すること。本発明の本実施形態における詳細は
ここには繰り返さない。
【０４２１】
　本発明の本実施形態において提供されるOSS/BSSに基づいて、OSS/BSSは、サービスルー
トが通過するサービスリンクテンプレート情報を取得し、サービスリンクテンプレート情
報は、サービスリンク識別子とサービスリンクに関する情報の対応を示すために使用され
、NFVOにサービスリンクテンプレート情報を送るため、NFVOは、サービスリンクテンプレ
ート情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対す
るルートおよびリソース構成を実行することを要求し、サービスリンクに関する上位レイ
ヤ情報を取得し、サービスリンクに関する上位レイヤ情報を使用することによって、NFVI
のルートおよびリソース構成を案内する機能を実装し、NFVネットワークサービスリンク
の確立を実装する。
【０４２２】
実施形態11
　本発明の本実施形態は、ネットワーク機能仮想化NFVオーケストレータNFVO 2500を提供
する。図25に示すように、NFVO 2500は、
　受信ユニット2501および送信ユニット2502
を含み、
　受信ユニット2501は、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を受
信するように構成され、
　サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサービスリンクに関する
情報の対応を示すために使用され、
　送信ユニット2502は、ルートおよびリソース構成要求メッセージを送るように構成され
、ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクテンプレート情報に従っ
て、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよび
リソース構成を実行することを要求するために、受信ユニット2501によって受信されたサ
ービスリンクテンプレート情報を運ぶ。
【０４２３】
　送信ユニット2502は、
　サービスリンクテンプレート情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリ
ンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを第2の通信ユニッ
トに要求するために、第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセージを
送る
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ように構成され得る。
【０４２４】
　さらに、送信ユニット2502は、
　受信ユニット2501が、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を受
信した後、サービスリンクテンプレート情報が受信されたことを示す情報を送る
ようにさらに構成される。
【０４２５】
　さらに、受信ユニット2501は、
　ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成功したこと
を示す情報を受信する
ようにさらに構成される。
【０４２６】
　本発明の本実施形態では、第2の通信ユニットは、VIMの場合があるか、または、NFVIコ
ントローラの場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されない。NFVIコントロ
ーラの関連する記述については、実施形態2のステップ501の部分を参照すること。本発明
の本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０４２７】
　NFVOによって実行されるNFVシステムにおけるサービス実装のための方法については、
実施形態4または実施形態6の記述を参照すること。本発明の本実施形態における詳細はこ
こには繰り返さない。
【０４２８】
　本発明の本実施形態において提供されるNFVOに基づいて、NFVOは、サービスルートが通
過するサービスリンクテンプレート情報を受信することができ、サービスリンクテンプレ
ート情報は、サービスリンク識別子とサービスリンクに関する情報の対応を示すために使
用され、次いで、ルートおよびリソース構成要求メッセージを送り、ルートおよびリソー
ス構成要求メッセージは、サービスリンクテンプレート情報に従って、サービスリンクテ
ンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行す
ることを要求するために、サービスリンクテンプレート情報を運び、サービスリンクに関
する上位レイヤ情報を取得し、サービスリンクに関する上位レイヤ情報を使用することに
よって、NFVIのルートおよびリソース構成を案内する機能を実装し、NFVネットワークサ
ービスリンクの確立を実装する。
【０４２９】
実施形態12
　本発明の本実施形態は、第2の通信ユニット2600を提供する。図26に示すように、第2の
通信ユニット2600は、
　受信ユニット2601および構成ユニット2602を含み、
　受信ユニット2601は、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信するように構成
され、ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクテンプレート情報に
従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートお
よびリソース構成を実行することを要求するために、サービスルートが通過するサービス
リンクテンプレート情報を運び、
　サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサービスリンクに関する
情報の対応を示すために使用され、
　構成ユニット2602は、受信ユニット2601によって受信されたサービスリンクテンプレー
ト情報、およびネットワーク機能仮想化インフラストラクチャNFVIの物理的なリソースに
関する情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対
するルートおよびリソース構成を実行するように構成される。
【０４３０】
　受信ユニット2601は、
　NFVオーケストレータNFVOによって送られたルートおよびリソース構成要求メッセージ
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を受信する
ように構成され得る。
【０４３１】
　さらに、図27に示すように、第2の通信ユニット2600は、送信ユニット2603をさらに含
み、
　送信ユニット2603は、ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソー
ス構成が成功したことを示す情報を送るように構成される。
【０４３２】
　本発明の本実施形態では、第2の通信ユニットは、VIMの場合があるか、またはNFVIコン
トローラの場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されない。NFVIコントロー
ラの関連する記述については、実施形態2のステップ501の部分を参照すること。本発明の
本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０４３３】
　第2の通信ユニットによって実行されるNFVシステムにおけるサービス実装のための方法
については、実施形態5または実施形態6の記述を参照すること。本発明の本実施形態にお
ける詳細はここには繰り返さない。
【０４３４】
　本発明の本実施形態において提供される第2の通信ユニットに基づいて、第2の通信ユニ
ットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信し、ルートおよびリソース構成
要求メッセージは、サービスリンクテンプレート情報に従って、サービスリンクテンプレ
ートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行すること
を要求するために、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を運び、
次いで、サービスリンクテンプレート情報、およびNFVIの物理的なリソースに関する情報
に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルート
およびリソース構成を実行し、サービスリンクに関する上位レイヤ情報を取得し、サービ
スリンクに関する上位レイヤ情報を使用することによって、NFVIのルートおよびリソース
構成を案内する機能を実装し、NFVネットワークサービスリンクの確立を実装する。
【０４３５】
実施形態13
　本発明の本実施形態は、第1の通信ユニット2800を提供する。図28に示すように、第1の
通信ユニット2800は、プロセッサ2802および送信機2803を含み、
　プロセッサ2802は、サービスリンクルールを取得するように構成され、サービスリンク
ルールは、実行される必要のあるサービス処理を示すために使用され、
　プロセッサ2802は、サービスリンクルールに従って、サービスルートが通過するサービ
スリンクに関する情報を取得するようにさらに構成され、
　サービスリンクに関する情報は、サービスルートが通過する仮想化されたネットワーク
機能VNFに関する情報を示すために使用され、VNFはサービス処理のために構成され、
　送信機2803は、ルートおよびリソース構成要求メッセージを送るように構成され、ルー
トおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する情報に従って、サービ
スリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを要求するた
めに、プロセッサ2802によって取得されたサービスリンクに関する情報を運ぶ。
【０４３６】
　さらに、プロセッサ2802は、サービスリンクルールに従って、サービスルートが通過す
るサービスリンクに関する情報を取得する前に、サービスリンクルールがサービスリンク
に関する情報を含むかどうかを決定するようにさらに構成され、
　サービスリンクルールに従って、サービスルートが通過するサービスリンクに関する情
報を取得するようにさらに構成されているプロセッサ2802は、
　サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでいない場合、サービスリ
ンクルールに従って、サービスルートが通過するVNFのタイプおよびVNFのタイプの各VNF
タイプに含まれるVNFの識別情報を決定するステップと、
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　問い合わせ要求メッセージを送るステップであって、問い合わせ要求メッセージは、VN
Fの識別情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を問い合わせることを要求
するために、各VNFタイプに含まれるVNFの識別情報を運び、第1の情報は、ネットワーク
機能仮想化インフラストラクチャNFVIのネットワークトポロジ、ノード能力、および状態
を示すために使用される、ステップと、
　各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を受信するステップと、
　各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報に従ってサービスリンクに関する情報を生成す
るステップと
を含む。
【０４３７】
　さらに、サービスリンクルールに従って、サービスルートが通過するサービスリンクに
関する情報を取得するように構成されているプロセッサ2802は、
　サービスリンクルールがサービスリンクに関する情報を含んでいる場合、サービスリン
クルールに含まれるサービスリンクに関する情報を取得するステップ
をさらに含む。
【０４３８】
　プロセッサ2802によって、問い合わせ要求メッセージを送るステップは、
　VNFの識別情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を問い合わせることを
第2の通信ユニットに要求するために、第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを
送るステップ
を含むことができる。
【０４３９】
　可能な実装方法では、プロセッサ2802によって、問い合わせ要求メッセージを送るステ
ップは、
　VNFMを使用することによって第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送るた
めに、VNFマネージャVNFMに問い合わせ要求メッセージを送るステップ
を含む。
【０４４０】
　好ましくは、プロセッサ2802によって、問い合わせ要求メッセージを送るステップは、
　VNFMを使用することによってネットワーク機能仮想化NFVオーケストレータNFVOに問い
合わせ要求メッセージを送るため、およびNFVOを使用することによって第2の通信ユニッ
トに問い合わせ要求メッセージを送るために、VNFMに問い合わせ要求メッセージを送るス
テップ
を含む。
【０４４１】
　可能な実装方法では、プロセッサ2802によって、問い合わせ要求メッセージを送るステ
ップは、
　OSS/BSSを使用することによってNFVOに問い合わせ要求メッセージを送るため、およびN
FVOを使用することによって第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送るために
、運用支援システム/ビジネス支援システムOSS/BSSに問い合わせ要求メッセージを送るス
テップ
を含む。
【０４４２】
　好ましくは、プロセッサ2802によって、問い合わせ要求メッセージを送るステップは、
　OSS/BSSを使用することによってNFVOに問い合わせ要求メッセージを送り、NFVOを使用
することによってVNFMに問い合わせ要求メッセージを送り、VNFMを使用することによって
第2の通信ユニットに問い合わせ要求メッセージを送るために、OSS/BSSに問い合わせ要求
メッセージを送るステップ
を含む。
【０４４３】
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　さらに、送信機2803は、
　ルートおよびリソース構成を実行するように第2の通信ユニットに要求するために、第2
の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る
ように構成される。
【０４４４】
　可能な実装方法では、送信機2803は、
　VNFMを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッ
セージを送るために、VNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る
ように構成される。
【０４４５】
　好ましくは、送信機2803は、
　VNFMを使用することによってNFVOにルートおよびリソース構成要求メッセージを送るた
め、およびNFVOを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成
要求メッセージを送るために、VNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを送る
ように構成される。
【０４４６】
　別の可能な実装方法では、送信機2803は、
　OSS/BSSを使用することによってNFVOにルートおよびリソース構成要求メッセージを送
るため、およびNFVOを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソース
構成要求メッセージを送るために、OSS/BSSにルートおよびリソース構成要求メッセージ
を送る
ように構成される。
【０４４７】
　好ましくは、送信機2803は、
　OSS/BSSを使用することによってNFVOにルートおよびリソース構成要求メッセージを送
るため、NFVOを使用することによってVNFMにルートおよびリソース構成要求メッセージを
送るため、およびVNFMを使用することによって第2の通信ユニットにルートおよびリソー
ス構成要求メッセージを送るために、OSS/BSSにルートおよびリソース構成要求メッセー
ジを送る
ように構成される。
【０４４８】
　さらに、図29に示すように、第1の通信ユニット2800は、受信機2804をさらに含み、
　受信機2804は、ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成
が成功したことを示す情報を受信するように構成される。
【０４４９】
　本発明の本実施形態では、第1の通信ユニットは、サービスリンクコントローラの場合
があるか、またはPGW、PCRF、TDF、またはトラフィッククラシファイヤなどのネットワー
クノードの場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されない。サービスリンク
コントローラの関連する記述については、実施形態1のステップ301の記述を参照すること
。本発明の本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０４５０】
　本発明の本実施形態において、PGW、PCRF、TDF、またはトラフィッククラシファイヤな
どのネットワークノードは、VNFユニットの場合があるか、またはPNFユニットの場合があ
り、これは、本発明の本実施形態では限定されないことに注意されたい。
【０４５１】
　第2の通信ユニットは、VIMの場合があるか、またはNFVIコントローラの場合があり、こ
れは、本発明の本実施形態では限定されない。NFVIコントローラの関連する記述について
は、実施形態2のステップ501の部分を参照すること。本発明の本実施形態における詳細は
ここには繰り返さない。
【０４５２】
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　第1の通信ユニットによって実行されるNFVシステムにおけるサービス実装のための方法
については、実施形態1または実施形態7の記述を参照すること。本発明の本実施形態にお
ける詳細はここには繰り返さない。
【０４５３】
　本発明の本実施形態において提供される第1の通信ユニットに基づいて、サービスリン
クルールを取得した後、第1の通信ユニットは、サービスリンクルールに従って、サービ
スルートが通過するサービスリンクに関する情報を取得することができ、次いで、サービ
スリンクに関する情報に従って、サービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリ
ソース構成を実行することを要求するために、サービスリンクに関する情報を運ぶルート
および構成要求メッセージを送り、サービスリンクに関する上位レイヤ情報を取得し、サ
ービスリンクに関する上位レイヤ情報を使用することによって、NFVIのルートおよびリソ
ース構成を案内する機能を実装し、NFVネットワークサービスリンクの確立を実装する。
【０４５４】
実施形態14
　本発明の本実施形態は、第2の通信ユニット3000を提供する。図30に示すように、第2の
通信ユニット3000は、
　受信機3002およびプロセッサ3003
を含み、
　受信機3002は、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信するように構成され、
ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する情報に従って、サ
ービスリンクに含まれる仮想化されたネットワーク機能VNFに対するルートおよびリソー
ス構成を実行することを要求するために、サービスルートが通過するサービスリンクに関
する情報を運び、
　サービスリンクに関する情報は、サービスリンクルールに従って取得され、サービスリ
ンクルールは、実行される必要のあるサービス処理を示すために使用され、サービスリン
クに関する情報は、サービスルートが通過するVNFに関する情報を示すために使用され、V
NFはサービス処理のために構成され、
　プロセッサ3003は、受信機3002によって受信されたサービスリンクに関する情報、およ
びネットワーク機能仮想化インフラストラクチャNFVIの物理的なリソースに関する情報に
従って、サービスリンクに含まれるVNFに対するサービスルートおよびリソース構成を実
行するように構成される。
【０４５５】
　さらに、図31に示すように、第2の通信ユニット3000は、
　送信機3004
をさらに含み、
　受信機3002は、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信する前に、問い合わせ
要求メッセージを受信するようにさらに構成され、問い合わせ要求メッセージは、VNFの
識別情報に従って、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を問い合わせることを要求す
るために、サービスルートが通過するVNFのタイプで各VNFタイプに含まれるVNFの識別情
報を運び、第1の情報は、NFVIのネットワークトポロジ、ノード能力、および状態を示す
ために使用され、
　プロセッサ3003は、受信機3002によって受信された問い合わせ要求メッセージに従って
、NFVIの物理的なリソースを問い合わせ、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報を取得
するようにさらに構成され、
　送信機3004は、各VNFタイプに含まれるVNFの第1の情報に従って、サービスリンクに関
する情報を生成するために、各VNFタイプに含まれるVNFの問い合わせを通じてプロセッサ
3003によって取得された、第1の情報を送るように構成される。
【０４５６】
　可能な実装方法では、受信機3002は、
　VNFマネージャVNFMによって送られたルートおよびリソース構成要求メッセージを受信
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する
ように構成され得る。
【０４５７】
　別の可能な実装方法では、受信機3002は、
　VNF運用支援システム/ビジネス支援システムOSS/BSSによって送られたルートおよびリ
ソース構成要求メッセージを受信する
ように構成される。
【０４５８】
　さらに、送信機3004は、
　ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成功したこと
を示す情報を送る
ようにさらに構成される。
【０４５９】
　本発明の本実施形態では、第2の通信ユニットは、VIMの場合があるか、またはNFVIコン
トローラの場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されない。NFVIコントロー
ラの関連する記述については、実施形態2のステップ501の部分を参照すること。本発明の
本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０４６０】
　第2の通信ユニットによって実行されるNFVシステムにおけるサービス実装のための方法
については、実施形態2または実施形態7の記述を参照すること。本発明の本実施形態にお
ける詳細はここには繰り返さない。
【０４６１】
　本発明の本実施形態において提供される第2の通信ユニットに基づいて、第2の通信ユニ
ットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信することができ、ルートおよび
リソース構成要求メッセージは、サービスリンクに関する情報に従って、サービスリンク
に含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを要求するために、サ
ービスルートが通過するサービスリンクに関する情報を運び、次いで、サービスリンクに
関する情報、およびNFVIの物理的なリソースに関する情報に従って、サービスリンクに含
まれるVNFに対するサービスルートおよびリソース構成を実行し、サービスリンクに関す
る上位レイヤ情報を取得し、サービスリンクに関する上位レイヤ情報を使用することによ
って、NFVIのルートおよびリソース構成を案内する機能を実装し、NFVネットワークサー
ビスリンクの確立を実装する。
【０４６２】
実施形態15　本発明の本実施形態は、運用支援システム/ビジネス支援システムOSS/BSS 3
200を提供する。図32に示すように、OSS/BSS 3200は、
　プロセッサ3202および送信機3203
を含み、
　プロセッサ3202は、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を取得
するように構成され、
　サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサービスリンクに関する
情報の対応を示すために使用され、
　送信機3203は、NFVオーケストレータNFVOに、プロセッサ3202によって取得されたサー
ビスリンクテンプレート情報を送るように構成されるため、NFVOは、サービスリンクテン
プレート情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれる仮想化
されたネットワーク機能VNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを要求す
る。
【０４６３】
　さらに、図33に示すように、OSS/BSS 3200は、受信機3204をさらに含み、
　受信機3204は、サービスリンクテンプレート情報が受信されたことを示す情報を受信す
るように構成される。
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【０４６４】
　さらに、受信機3204は、
　ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成功したこと
を示す情報を受信する
ようにさらに構成される。
【０４６５】
　OSS/BSSによって実行されるNFVシステムにおけるサービス実装のための方法については
、実施形態3または実施形態6の記述を参照すること。本発明の本実施形態における詳細は
ここには繰り返さない。
【０４６６】
　本発明の本実施形態において提供されるOSS/BSSに基づいて、OSS/BSSは、サービスルー
トが通過するサービスリンクテンプレート情報を取得し、サービスリンクテンプレート情
報は、サービスリンク識別子とサービスリンクに関する情報の対応を示すために使用され
、NFVOにサービスリンクテンプレート情報を送るため、NFVOは、サービスリンクテンプレ
ート情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対す
るルートおよびリソース構成を実行することを要求し、サービスリンクに関する上位レイ
ヤ情報を取得し、サービスリンクに関する上位レイヤ情報を使用することによって、NFVI
のルートおよびリソース構成を案内する機能を実装し、NFVネットワークサービスリンク
の確立を実装する。
【０４６７】
実施形態16
　本発明の本実施形態は、ネットワーク機能仮想化NFVオーケストレータNFVO 3400を提供
する。図34に示すように、NFVO 3400は、
　受信機3402および送信機3403
を含み、
　受信機3402は、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を受信する
ように構成され、
　サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサービスリンクに関する
情報の対応を示すために使用され、
　送信機3403は、ルートおよびリソース構成要求メッセージを送るように構成され、ルー
トおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクテンプレート情報に従って、サ
ービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソー
ス構成を実行することを要求するために、受信機3402によって受信されたサービスリンク
テンプレート情報を運ぶ。
【０４６８】
　送信機3403は、
　サービスリンクテンプレート情報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリ
ンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを第2の通信ユニッ
トに要求するために、第2の通信ユニットにルートおよびリソース構成要求メッセージを
送る
ように構成され得る。
【０４６９】
　さらに、送信機3403は、
　受信機3402が、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を受信した
後、サービスリンクテンプレート情報が受信されたことを示す情報を送る
ようにさらに構成される。
【０４７０】
　さらに、受信機3402は、
　ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成が成功したこと
を示す情報を受信する
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ようにさらに構成される。
【０４７１】
　本発明の本実施形態では、第2の通信ユニットは、VIMの場合があるか、またはNFVIコン
トローラの場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されない。NFVIコントロー
ラの関連する記述については、実施形態2のステップ501の部分を参照すること。本発明の
本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０４７２】
　NFVOによって実行されるNFVシステムにおけるサービス実装のための方法については、
実施形態4または実施形態6の記述を参照すること。本発明の本実施形態における詳細はこ
こには繰り返さない。
【０４７３】
　本発明の本実施形態において提供されるNFVOに基づいて、NFVOは、サービスルートが通
過するサービスリンクテンプレート情報を受信することができ、サービスリンクテンプレ
ート情報は、サービスリンク識別子とサービスリンクに関する情報の対応を示すために使
用され、ルートおよびリソース構成要求メッセージを送り、ルートおよびリソース構成要
求メッセージは、サービスリンクテンプレート情報に従って、サービスリンクテンプレー
トのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行することを
要求するために、サービスリンクテンプレート情報を運び、サービスリンクに関する上位
レイヤ情報を取得し、サービスリンクに関する上位レイヤ情報を使用することによって、
NFVIのルートおよびリソース構成を案内する機能を実装し、NFVネットワークサービスリ
ンクの確立を実装する。
【０４７４】
実施形態17
　本発明の本実施形態は、第2の通信ユニット3500を提供する。図35に示すように、第2の
通信ユニットは、
　受信機3502およびプロセッサ3503
を含み、
　受信機3502は、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信するように構成され、
ルートおよびリソース構成要求メッセージは、サービスリンクテンプレート情報に従って
、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリ
ソース構成を実行することを要求するために、サービスルートが通過するサービスリンク
テンプレート情報を運び、
　サービスリンクテンプレート情報は、サービスリンク識別子とサービスリンクに関する
情報の対応を示すために使用され、
　プロセッサ3503は、受信機3502によって受信されたサービスリンクテンプレート情報、
およびネットワーク機能仮想化インフラストラクチャNFVIの物理的なリソースに関する情
報に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルー
トおよびリソース構成を実行するように構成される。
【０４７５】
　送信機3502は、
　NFVオーケストレータNFVOによって送られたルートおよびリソース構成要求メッセージ
を受信する
ように構成され得る。
【０４７６】
　さらに、図36に示すように、第2の通信ユニット3500は、送信機3504をさらに含み、
　送信機3504は、ルートおよびリソース構成が成功した場合、ルートおよびリソース構成
が成功したことを示す情報を送るように構成される。
【０４７７】
　本発明の本実施形態では、第2の通信ユニットは、VIMの場合があるか、またはNFVIコン
トローラの場合があり、これは、本発明の本実施形態では限定されない。NFVIコントロー
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ラの関連する記述については、実施形態2のステップ501の部分を参照すること。本発明の
本実施形態における詳細はここには繰り返さない。
【０４７８】
　第2の通信ユニットによって実行されるNFVシステムにおけるサービス実装のための方法
については、実施形態5または実施形態6の記述を参照すること。本発明の本実施形態にお
ける詳細はここには繰り返さない。
【０４７９】
　本発明の本実施形態において提供される第2の通信ユニットに基づいて、第2の通信ユニ
ットは、ルートおよびリソース構成要求メッセージを受信し、ルートおよびリソース構成
要求メッセージは、サービスリンクテンプレート情報に従って、サービスリンクテンプレ
ートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルートおよびリソース構成を実行すること
を要求するために、サービスルートが通過するサービスリンクテンプレート情報を運び、
次いで、サービスリンクテンプレート情報、およびNFVIの物理的なリソースに関する情報
に従って、サービスリンクテンプレートのサービスリンクに含まれるVNFに対するルート
およびリソース構成を実行し、サービスリンクに関する上位レイヤ情報を取得し、サービ
スリンクに関する上位レイヤ情報を使用することによって、NFVIのルートおよびリソース
構成を案内する機能を実装し、NFVネットワークサービスリンクの確立を実装する。

【０４８０】
　便利さと簡潔な説明のために、前述の機能モジュールの分割は、上に記述した装置を示
すための例として解釈されることは当業者によって明確に理解され得る。実際の用途では
、前述の機能は、異なる機能モジュールに割り当てられ得、要件に従って実装され得る。
すなわち、上に記述した機能のすべてまたは一部を実装するために、装置の内部機構は異
なる機能モジュールに分割される。前述のシステム、装置、およびユニットの詳細な作業
プロセスについて、前述の方法の実施形態における対応するプロセスが参照され得るため
、詳細はここには再び記述しない。
【０４８１】
　本出願で提供される複数の実施形態において、開示されたシステム、装置、および方法
は、他の方法で実装され得ることを理解されたい。たとえば、記述した装置の実施形態は
、例として示しているにすぎない。たとえば、モジュールまたはユニットの分割は、単に
論理的な機能の分割であり、実際の実装では他の分割でもよい。たとえば、複数のユニッ
トまたはコンポーネントは、別のシステムに結合もしくは統合され得るか、または一部の
機能は、無視され得るか、もしくは実行されなくてもよい。加えて、表示もしくは記述さ
れた相互結合または直接結合もしくは通信接続は、一部のインターフェースを使用するこ
とによって実装され得る。装置またはユニットの間接的な結合または通信接続は、電子的
、機械的、または他の形式で実装され得る。
【０４８２】
　個別の部分として記述されたユニットは、物理的に個別の場合とそうでない場合があり
、ユニットとして表示された部分は、物理的なユニットの場合とそうでない場合があり、
1つの場所に位置するか、または複数のネットワークユニットで分散される場合がある。
ユニットの一部またはすべては、実施形態の解決策の目的を達成するために、実際のニー
ズに従って選択され得る。
【０４８３】
　加えて、本発明の実施形態の機能ユニットは、1つの処理ユニットへ統合され得るか、
またはユニットの各々は、物理的に単独に存在することができるか、または2つ以上のユ
ニットは、1つのユニットへと統合される。統合されたユニットは、ハードウェアの形で
実装され得るか、またはソフトウェア機能ユニットの形で実装され得る。
【０４８４】
　統合されたユニットが、ソフトウェア機能ユニットの形で実装され販売されるか、単独
の製品として使用される場合、統合されたユニットは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶
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され得る。そのような理解に基づいて、本質的に本発明の技術的解決法は、または従来技
術に寄与する部分、または技術的解決法のすべてもしくは一部は、ソフトウェア製品の形
で実装され得る。コンピュータソフトウェア製品は、記憶媒体に記憶され、本発明の実施
形態に記述されている方法のステップのすべてまたは一部を実行するように、コンピュー
タデバイス(パーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワークデバイスの場合があ
る)またはプロセッサ(processor)に指示するための複数の命令を含む。前述の記憶媒体は
、USBフラッシュドライブ、リムーバブルハードディスク、読み取り専用メモリ(ROM、Rea
d-Only Memory)、ランダムアクセスメモリ(RAM、Random Access Memory)、磁気ディスク
、または光ディスクなど、プログラムコードを記憶することができる任意の媒体を含む。
【０４８５】
　前述の記述は、本発明の特定の実装方法にすぎず、本発明の保護範囲を制限することを
意図するものではない。本発明で開示された技術的な範囲内において、当業者によって容
易に理解される変形または交換も、本発明の保護範囲以内にあるものとする。したがって
、本発明の保護範囲は、請求項の保護範囲に従うものとする。
【符号の説明】
【０４８６】
　　1700　第1の通信ユニット
　　1701　サービスリンクルール取得ユニット
　　1702　サービスリンク情報取得ユニット
　　1703　メッセージ送信ユニット
　　1704　情報決定ユニット
　　1705　受信ユニット
　　2100　第2の通信ユニット
　　2101　受信ユニット
　　2102　構成ユニット
　　2103　問い合わせユニット
　　2104　送信ユニット
　　2301　取得ユニット
　　2302　送信ユニット
　　2303　受信ユニット
　　2500　ネットワーク機能仮想化NFVオーケストレータNFVO
　　2501　受信ユニット
　　2502　送信ユニット
　　2600　第2の通信ユニット
　　2601　受信ユニット
　　2602　構成ユニット
　　2603　送信ユニット
　　2800　第1の通信ユニット
　　2802　プロセッサ
　　2803　送信機
　　2804　受信機
　　3000　第2の通信ユニット
　　3002　受信機
　　3003　プロセッサ
　　3004　送信機
　　3202　プロセッサ
　　3203　送信機
　　3204　受信機
　　3400　ネットワーク機能仮想化NFVオーケストレータNFVO
　　3402　受信機
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　　3403　送信機
　　3500　第2の通信ユニット
　　3502　受信機
　　3503　プロセッサ
　　3504　送信機
　　17021　情報決定モジュール
　　17022　メッセージ送信モジュール
　　17023　受信モジュール
　　17024　生成モジュール
　　17025　取得モジュール
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