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(57)【要約】
発明は、訪問先通信ネットワーク（３０３）において外
部通信ネットワーク（３３３）の通信端末（３０１）の
ローミング接続を確立する方法（４００）に関し、方法
（４００）は、訪問先通信ネットワーク（３０３）の第
１のサブネットワーク（３０７）の第１の識別エンティ
ティ（３０９）によって外部通信ネットワーク（３３３
）の通信端末（３０１）からローミング接続要求（３０
２）を受領するステップ（４０１）であって、ローミン
グ接続要求（３０２）は通信デバイス（３０１）のアイ
デンティティ（ＵＥ－ＩＤ）を有する、ステップ（４０
１）、通信端末（３０１）の識別（ＵＥ－ＩＤ）に基づ
いて訪問先通信ネットワーク（３０３）の第１の識別エ
ンティティ（３０９）によって通信端末（３０１）を識
別するステップ（４０２）、訪問先通信ネットワーク（
３０３）の第１の識別エンティティ（３０９）又はネッ
トワー管理エンティティ（３１９）によって外部通信ネ
ットワーク（３３３）の外部サブネットワーク（３３７
）の外部サブネットワーク識別子（ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘ
）を受領するステップ（４０３、３３８）、外部サブネ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　訪問先通信ネットワーク（３０３）において外部通信ネットワーク（３３３）の通信端
末（３０１）のローミング接続を確立する方法（４００）であって、前記外部通信ネット
ワーク（３３３）及び前記訪問先通信ネットワーク（３０３）の各々が複数のサブネット
ワーク（３０７、３１１、３１５、３３７、３４１、３４５）からなり、識別エンティテ
ィ（３０９、３１３、３１７）が通信端末（３０１）の識別のために前記訪問先通信ネッ
トワーク（３０３）の各サブネットワーク（３０７、３１１、３１５）に割り当てられ、
サブネットワーク識別子（ＳｕｂＮＷ－ＩＤ１、ＳｕｂＮＷ－ＩＤ２、ＳｕｂＮＷ－ＩＤ
ｎ）がそれぞれの前記通信ネットワーク（３０３、３３３）の各サブネットワーク（３０
７、３１１、３１５、３３７、３４１、３４５）に割り当てられ、前記訪問先通信ネット
ワーク（３０３）には通信デバイス（３０１）へのサブネットワーク（３０７、３１１、
３１５）の割当て（３２１）を管理するネットワーク管理エンティティ（３１９）があり
、前記方法（４００）が、
　前記訪問先通信ネットワーク（３０３）の前記第１のサブネットワーク（３０７）の第
１の識別エンティティ（３０９）によって前記外部通信ネットワーク（３３３）の前記通
信端末（３０１）からローミング接続要求（３０２）を受領するステップ（４０１）であ
って、前記ローミング接続要求（３０２）が前記通信端末（３０１）のアイデンティティ
（ＵＥ－ＩＤ）を有する、ステップ（４０１）、
　前記通信端末（３０１）の前記識別（ＵＥ－ＩＤ）に基づいて前記訪問先通信ネットワ
ーク（３０３）の前記第１の識別エンティティ（３０９）によって前記通信端末（３０１
）を識別するステップ（４０２）、
　前記訪問先通信ネットワーク（３０３）の前記第１の識別エンティティ（３０９）によ
って前記外部通信ネットワーク（３３３）の外部サブネットワーク（３３７）の外部サブ
ネットワーク識別子（ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘ）を受領するステップ（４０３、３３８）、
　前記外部サブネットワーク識別子（ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘ）によって示される前記外部サ
ブネットワーク（３３７）に前記訪問先通信ネットワーク（３０３）のそれぞれのサブネ
ットワーク（３０７、３１１、３１５）が対応するかを、前記ネットワーク管理エンティ
ティ（３１９）又は前記第１の識別エンティティ（３０９）によって、前記外部サブネッ
トワーク識別子（ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘ）に基づいて照合するステップ（４０４）、及び
　前記訪問先通信ネットワーク（３０３）のそれぞれのサブネットワーク（３０７、３１
１、３１５）のいずれも前記外部サブネットワーク（３３７）に対応しない場合に、前記
訪問先通信ネットワーク（３０３）の前記第１の識別エンティティ（３０９）又は前記ネ
ットワーク管理エンティティ（３１９）によって前記外部サブネットワーク（３３３）の
構成についての構成要求（Ｃｆｇ－Ｒｅｑ）を前記外部通信ネットワーク（３３３）に送
信するステップ（４０５、３４０）
を含む、方法（４００）。
【請求項２】
　前記構成要求（Ｃｆｇ－Ｒｅｑ）を送信するステップ（３４０）に応じて、前記訪問先
通信ネットワーク（３０３）の前記第１の識別エンティティ（３０９）又は前記ネットワ
ーク管理エンティティ（３１９）によって前記外部サブネットワーク（３３７）の前記構
成を受領するステップを含む請求項１に記載の方法（４００）。
【請求項３】
　前記訪問先通信ネットワーク（３０３）のぞれぞれのサブネットワーク（３０７、３１
１、３１５）が前記外部サブネットワーク（３３７）に対応するかを、受信された前記構
成に基づいて前記ネットワーク管理エンティティ（３１９）又は前記第１の識別エンティ
ティ（３０９）によって照合するステップを含む請求項２に記載の方法（４００）。
【請求項４】
　前記外部サブネットワーク（３３７）に対応するそれぞれのサブネットワーク（３０７
）を受信するために、受信された前記構成に従って前記訪問先通信ネットワーク（３０３



(3) JP 2019-504564 A 2019.2.14

10

20

30

40

50

）のサブネットワーク（３０７、３１１、３１５）を構成するステップを含む、請求項２
又は３に記載の方法（４００）。
【請求項５】
　前記構成が前記外部通信ネットワーク（３３３）の前記外部サブネットワーク（３３７
）の少なくとも１つの機能及び／又はトポロジを表示し、前記構成するステップにおいて
、前記機能が前記訪問先通信ネットワーク（３０３）のサブネットワーク（３０７、３１
１、３１５）のハードウェアリソースにおいて実行又はインスタンス化され、及び／又は
前記訪問先通信ネットワーク（３０３）のハードウェアリソースが、前記外部サブネット
ワーク（３３７）に対応する前記訪問先通信ネットワーク（３０３）のそれぞれのサブネ
ットワーク（３０７）を取得するために前記トポロジに従って相互接続される、請求項４
に記載の方法（４００）。
【請求項６】
　前記機能が、サブネットワークの予め規定された標準機能である、請求項５に記載の方
法（４００）。
【請求項７】
　前記構成が、以下の機能：認証、課金、ポリシー、モビリティ管理、セキュリティ、コ
ーデック、圧縮アルゴリズム、トランスコーダ、マルチメディアリソース機能、例えば、
会話認識、ボイスメールシステム、テキスト－会話変換、信号化プロトコル、プロトコル
拡張、プロトコル実行、送信プロトコル、ルーティング機能、スケジューリング、のうち
の少なくとも１つを表示する、請求項５に記載の方法（４００）。
【請求項８】
　前記訪問先通信ネットワーク（３０３）のそれぞれの前記サブネットワーク（３０７）
を介した通信接続を確立するステップを含む、上記請求項のいずれか一項に記載の方法（
４００）。
【請求項９】
　前記訪問先通信ネットワーク（３０３）の前記ネットワーク管理エンティティ（３１９
）によって前記訪問先通信ネットワーク（３０３）を介した将来の通信のためのそれぞれ
の前記サブネットワーク（３０７）をプロビジョニングするステップを含む、上記請求項
のいずれか一項に記載の方法（４００）。
【請求項１０】
　前記外部サブネットワーク識別子（ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘ）を受領するステップ（３３８
）が、前記第１の識別エンティティ（３０９）によって前記外部サブネットワーク識別子
（ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘ）を特に前記通信端末（３０１）又は外部通信ネットワーク（３３
３）から受領するステップ（３３８）及び前記第１の識別エンティティ（３０９）によっ
て前記外部サブネットワーク識別子（ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘ）を前記ネットワーク管理エン
ティティ（３１９）に転送するステップを含む、上記請求項のいずれか一項に記載の方法
（４００）。
【請求項１１】
　前記訪問先通信ネットワーク（３０３）が第５世代ネットワーク（５Ｇ）又は更なる世
代のものであり、前記サブネットワーク（３０７、３１１、３１５）が前記訪問先通信ネ
ットワーク（３０３）のスライスである、上記請求項のいずれか一項に記載の方法（４０
０）。
【請求項１２】
　前記構成要求（Ｃｆｇ－Ｒｅｑ）が、前記通信端末（３０１）の前記アイデンティティ
（ＵＥ－ＩＤ）、特に、ＩＭＳＩ若しくはＩＭＥＩ又はｅＩＤのような前記通信端末（３
０１）のハードウェア識別子を含む、上記請求項のいずれか一項に記載の方法（４００）
。
【請求項１３】
　サブネットワーク（３０７、３１１、３１５）へのサブネットワーク識別子（ＳｕｂＮ
Ｗ－ＩＤ）の割当てが前記ネットワーク管理エンティティ（３１９）に保存される、上記
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請求項のいずれか一項に記載の方法（４００）。
【請求項１４】
　前記訪問先通信ネットワーク（３０３）のそれぞれのサブネットワーク（３０７、３１
１、３１５）が前記外部サブネットワーク（３３７）に対応するかを照合するステップが
、サブネットワーク（３０７、３１１、３１５）へのサブネットワーク識別子（ＳｕｂＮ
Ｗ－ＩＤ）の割当てを有する対応テーブルに基づいて、及び／又は前記ネットワーク管理
エンティティ（３１９）によるサブネットワーク（３０７、３１１、３１５）への機能の
割当ての機能テーブルに基づいて実行される、上記請求項のいずれか一項に記載の方法（
４００）。
【請求項１５】
　訪問先通信ネットワーク（３０３）において外部通信ネットワーク（３３３）の通信端
末（３１９）のローミング接続を確立するためのネットワー管理エンティティ（３１９）
であって、前記外部通信ネットワーク（３３３）及び前記訪問先通信ネットワーク（３０
３）が複数のサブネットワーク（３０７、３１１、３１５、３３７、３４１、３４５）か
らなり、識別エンティティ（３０９、３１３、３１７）が通信端末（３０１）の識別のた
めに前記訪問先通信ネットワーク（３０３）の各サブネットワーク（３０７、３１１、３
１５）に割り当てられ、サブネットワーク識別子（ＳｕｂＮＷ－ＩＤ１、ＳｕｂＮＷ－Ｉ
Ｄ２、ＳｕｂＮＷ－ＩＤｎ）がそれぞれの前記通信ネットワーク（３０３、３３３）の各
サブネットワーク（３０７、３１１、３１５、３３７、３４１、３４５）に割り当てられ
、前記ネットワーク管理エンティティ（３１９）が、
　前記訪問先通信ネットワーク（３０３）のサブネットワーク（３０７、３１１、３１５
）へのサブネットワーク識別子（ＳｕｂＮＷ－ＩＤ）の割当てを有するメモリ（３２３）
、
　前記外部通信ネットワーク（３３３）の外部サブネットワーク識別子（ＳｕｂＮＷ－Ｉ
Ｄｘ）の受領（３３８）のための通信インターフェース（３２７）、及び
　前記訪問先通信ネットワーク（３０３）のそれぞれのサブネットワーク（３０７、３１
１、３１５）が前記外部通信ネットワーク（３３３）のサブネットワーク（３３７）に対
応するかを前記外部サブネットワーク識別子（ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘ）及び予め保存された
前記サブネットワーク識別子（ＳｕｂＮＷ－ＩＤ）に基づいて確認するように設計された
プロセッサ（３２５）
を有し、
　前記通信インターフェース（３２７）は、前記訪問先通信ネットワーク（３０３）のそ
れぞれのサブネットワーク（３０７、３１１、３１５）のいずれも前記外部サブネットワ
ーク（３３７）に対応しない場合に、外部サブネットワーク（３３７）の構成についての
構成要求（Ｃｆｇ－Ｒｅｑ）を前記外部通信ネットワーク（３３３）に送信するように設
計された、ネットワーク管理エンティティ（３１９）。
【請求項１６】
　前記通信インターフェース（３２７）が、前記構成要求（Ｃｆｇ－Ｒｅｑ）の前記送信
（３４０）に応じて前記外部サブネットワーク（３３７）の構成を受信するように設計さ
れ、前記ネットワーク管理エンティティ（３１９）が、前記外部サブネットワーク（３３
７）に対応するそれぞれの前記サブネットワーク（３０７）を取得するために、受信され
た前記構成に従って、特に前記通信インターフェース（３２７）及び前記プロセッサ（３
２５）によって、前記訪問先通信ネットワーク（３０３）のサブネットワーク（３０７）
を構成するように設計された、請求項１５に記載のネットワーク管理エンティティ（３１
９）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多数のサブネットワークを有する双方のネットワークで、訪問先ネットワー
クにおいて、特に複数のスライスを有する５Ｇ通信ネットワークにおいて、外部通信ネッ
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トワークの通信端末のローミング接続を確立するための方法に関する。本発明はさらに、
そのようなローミング接続を確立するためのネットワーク管理エンティティに関する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイル技術の第５世代（５Ｇ）は、概ね２０２０年以降から開始する将来の通信ネッ
トワークの要件及び技術課題に関する。データトラフィックの著しい成長及び複数レベル
での相互リンクによって特徴付けられる完全にモバイルでかつネットワーク化された社会
への要求がそれにより取り組まれる。
【０００３】
　５Ｇでは、例えば、モノのインターネット（ＩｏＴ）などの新たなアプリケーションの
ために、及びより短いランタイムなどの特殊な能力のために、高い周波数を用いる要求を
充足するための新たな無線インターフェースが必要とされ、それは４Ｇ通信ネットワーク
の能力を超える。この処理において、５Ｇは、高度の集中を可能とする設計を有する全て
のネットワーク態様を含むエンドトゥエンドシステムとみなされる。５Ｇは、まだ開発さ
れていない他の多数のアクセス技術の既存の陸上通信線アクセス技術を含む、現在のアク
セスメカニズム及びそれらの可能な発展型を最大限に活用することになる。
【０００４】
　５Ｇは、非常に異なる環境において、すなわち、複数のタイプのアクセス技術、マルチ
レイヤネットワーク、様々なタイプの通信デバイス及びユーザインタラクションなどで動
作することになる。フェールセーフ、信頼性のある通信、低データレートでの通信又は過
密エリアにおけるブロードバンド通信などの完全に異なる要件の全範囲のアプリケーショ
ンが、最適にサポートされなければならない。そのような環境において、時間及び空間に
わたってシームレスでかつ一貫性のあるユーザ体験を提供するために、５Ｇに対して基本
的要望がある。５Ｇ通信ネットワークプロバイダは、様々なアプリケーションを同時にサ
ポートするために、最適かつ動的な態様でそれぞれの要件に対して使用されるリソースを
調整する必要がある。
【０００５】
　したがって、５Ｇでは、まず、通信の効率、特により高いデータスループット、低い遅
延、特に高い信頼性、非常に高い接続密度及びより大きな移動領域を改善し、第２に、動
作の柔軟性を増加させ、リソースの最少使用でのカスタマイズされたソリューションを提
供する必要がある。このような増加した効率は、非常に異なる環境を制御する能力、並び
に信頼を確実にしてユーザのアイデンティティ及びプライバシーを保護する能力とともに
期待される。
【０００６】
　本発明の目的は、上記の要件に関して、特に５Ｇにおいて、特に通信端末のローミング
について通信の効率及び柔軟性を増加させるコンセプトを提供することである。
【０００７】
　このタスクは、独立請求項の構成によって解決される。好ましい実施形態は、従属請求
項の事項である。
【０００８】
　以下に提示する方法及びシステムは、様々なタイプとなり得る。具体的記載要素は、ハ
ードウェア又はソフトウェア構成要素、例えば、種々の技術によって生産可能であり、例
えば、半導体チップ、ＡＳＩＣ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、集積回
路、電気光回路及び／又は受動部品を含む電子部品によって実現され得る。
【０００９】
　以下に提示するデバイス、システム及び方法は、通信ネットワークを介して情報を送信
することができる。通信ネットワーク又は通信ネットという用語は、ここでは、信号の送
信が発生する技術インフラを示す。通信ネットワークは、基本的に、固定設備とモバイル
ネットワークのプラットフォームとの間の信号の送信及び交換が発生する交換ネットワー
ク、及びネットワーク設備と通信端末との間の信号の送信が発生するアクセスネットワー
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クを含む。通信ネットワークは、この場合、モバイルネットワークの構成要素及び陸上通
信線の構成要素の双方を含み得る。モバイルネットワークでは、アクセスネットワークを
エアインターフェースともいい、それは、例えば携帯電話若しくはスマートフォンなどの
通信端末又は無線アダプタを有するモバイルデバイスとの通信を確立するためのモバイル
無線アンテナを有する基地局（ＮｏｄｅＢ、ｅＮｏｄｅＢ、無線セル）を含む。陸上通信
線では、アクセスネットワークは、例えば、複数の参加者の通信端末を配線又はケーブル
で接続するためのＤＳＬＡＭ（デジタル加入者線アクセスマルチプレクサ）を含む。通信
は、更なるネットワーク、例えば、外部ネットワークなどの他のネットワークプロバイダ
のものにさらに送信され得る。
【００１０】
　以下に提示するデバイス、システム及び方法は、通信ネットワーク、特に以下に提示す
る５Ｇシステムアーキテクチャによる通信ネットワークにおける通信を増加させるもので
ある。図１は、そのような５Ｇシステムアーキテクチャ１００の概略図を示す。５Ｇシス
テムアーキテクチャ１００は、管理及び計測レイヤ１０６を介して管理されるインフラ及
びリソースレイヤ１０５、活性化レイヤ１０４及びアプリケーションレイヤ１０３を含む
マルチレイヤ通信構造に異なるアクセス技術１０２を介して接続される５Ｇ通信端末１０
１を有する領域を含む。
【００１１】
　インフラ及びリソースレイヤ１０５は、アクセスノード、（処理及び記憶ノードからな
る）クラウドノード、携帯電話、可搬デバイス、ＣＰＥ、機械通信モジュール及び他のネ
ットワークノードなどの５Ｇデバイス並びに関連のリンクを有する陸上通信線及びモバイ
ルネットワーク構成要素の集中的なネットワーク構造（「固定－モバイル集中」）の物理
リソースを含む。５Ｇデバイスは、種々の構成可能な能力を含み、例えば、リレー又はハ
ブとして作用し、又は特定のコンテキストに応じてコンピュータ／記憶リソースとして動
作し得る。これらのリソースは、より上位のレベル１０４、１０３及び管理及び計測レベ
ル１０６にそれぞれのＡＰＩ（アプリケーションプログラムインターフェース）を介して
提供される。性能及び構成の制御は、そのようなＡＰＩの内在的部分である。
【００１２】
　活性化レイヤ１０４は、モジュラーアーキテクチャの構築ブロックの形態において集中
ネットワーク内で必要となる機能のライブラリを備える。これらは、要求位置の記憶位置
から呼び出し可能なソフトウェアモジュール及び無線アクセスなどのネットワークの特定
の部分についての構成パラメータのセットによって実現される機能を含む。これらの機能
及び能力は、この目的のために提供されるＡＰＩを用いることによって管理及び計測レベ
ル１０６によって要求に応じて利用され得る。特定の構成について、複数の変形例、異な
る性能又は特性を有する同じ機能の様々な実施例が存在し得る。様々な程度の性能及び利
用可能な能力が、ネットワーク機能間の、既存のネットワークにおいて可能なものと大き
く差異付けて、例えば、具体的必要性に応じて遊動移動性、車両移動性又は空輸移動性を
移動性機能として提供するのに使用され得る。
【００１３】
　アプリケーションレイヤ１０３は、５Ｇネットワークを使用するネットワークプロバイ
ダ、会社、頂点のオペレータ又は第三者の特定のアプリケーション及びサービスを含む。
管理及び計測レベル１０６に対するインターフェースは、例えば、アプリケーションにつ
いての特定の、すなわち専用のネットワークスライスを構成し、又はアプリケーションを
既存のネットワークに割り当てることを可能とする。
【００１４】
　管理及び計測レベル１０６は、必要な使用ケースを実際のネットワーク機能及びスライ
スで実施する接点となる。それは、所与のアプリケーションシナリオに対するネットワー
クスライスを規定し、関連のモジュラーネットワーク機能を結合し、関連の性能構成を割
り当て、インフラ及びリソースレイヤ１０５のための全てのリソースをマッピングする。
管理及び計測レベル１０６はまた、これらの機能の容量及びそれらの地理的分布の拡縮を
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管理する。特定のアプリケーションでは、それはＡＰＩを介してそれら自身のネットワー
クスライスを第三者が作成及び管理することを可能とする能力を示し得る。管理及び計測
レベル１０６の多数のタスクのために、これはモノリシックな機能のブロックではなく、
ＮＦＶ（ネットワーク機能の可視化）、ＳＤＮ（ソフトウェア定義によるネットワーク化
）又はＳＯＮ（自己組織化ネットワーク）などの種々のネットワークドメインにおいて実
現された進化を統合するモジュラー機能の集合である。管理及び計測レベル１０６は、こ
のエンドデータにサポートされるインテリジェンスを用いてサービス構造及びプロビジョ
ンの全ての態様を最適化する。
【００１５】
　ここに提示するデバイス、システム及び方法は、以下に説明するように、通信ネットワ
ーク、特に、複数のネットワークスライスを有する５Ｇ通信ネットワークにおける通信を
改善するものである。図２は、複数のネットワークスライスを有する５Ｇ通信ネットワー
ク２００の概略図を示す。５Ｇ通信ネットワーク２００は、インフラ及びリソースレイヤ
１０５、活性化レイヤ１０４及びアプリケーションレイヤ１０３を含む。
【００１６】
　インフラ及びリソースレイヤ１０５は、ネットワークプロバイダ、すなわち、位置、ケ
ーブル、ネットワークノードなどに関連付けられた全ての物理的資産を含む。このレイヤ
１０５は、全てのネットワークスライスに対する基礎を構成する。これは、多過ぎる特化
された物理ユニットなしに可能な限り一般的に構成される。インフラ及びリソースレイヤ
１０５は上位レイヤとの関係でいずれの種類のユーザ固有の実施も隠すので、残余のシス
テムは種々のスライスについて最適に使用され得る。インフラ及びリソースレイヤ１０５
の構成要素は、それぞれの動作に必要とされ、その処理においてリソースオブジェクトと
しての上位レイヤにインフラ及びリソースレイヤ１０５として提供されるハードウェア及
びソフトウェア又はファームウェアに基づく。例えば、インフラ及びリソースレイヤ１０
５のオブジェクトは、アクセスノード２３１、２３２、２３３、仮想ネットワークノード
２３４、２３５、２３６、２３７及び仮想コンピュータノード２３８、２３９、２４０な
どの仮想機械、仮想リンク又は仮想接続及び仮想ネットワークを含む。コンセプト「仮想
的に」によって既に示唆されているように、インフラ及びリソースレイヤ１０５は、「サ
ービスとしてのインフラ」２５１の形態において、すなわち、１つ上位のステップ１０４
から抽象化、仮想化された形態においてオブジェクトを提供する。
【００１７】
　活性化レイヤ１０４は、インフラ及びリソースレイヤ１０５の上に位置する。それは、
任意のタイプのネットワークスライスの作成を可能することでサービスとしてのプラット
フォームを次の上位レイヤ１０３に提供するように、インフラ及びリソースレイヤ１０５
のオブジェクトを用い、それらに追加の機能を（例えば非物理的な）ソフトウェアオブジ
ェクト／ＶＮＦの形式で加える。
【００１８】
　ソフトウェアオブジェクトは、任意の粒度において存在し、非常に大きな又は非常に小
さな断片のネットワークスライスを含み得る。適切なレベルの抽象化においてネットワー
クスライスの作成を可能とするために、活性化レベル１０４において、統合オブジェクト
２２４に転送されてオブジェクトライブラリ２２５における次のレベルにおいて提供され
得る合成オブジェクト２２３を作成するために種々の抽象化オブジェクト２２１が他の抽
象化オブジェクト及び仮想ネットワーク機能２２２と合成され得る。このように、複雑性
は、ネットワークスライスに隠され得る。例えば、ユーザは、モバイルブロードバンドス
ライスを生成し、この処理において、個々のローカルアンテナカバレッジ、バックホール
接続及び特定のパラメータ化グレードのような特定の構成を規定する必要なく、ＫＰＩ（
キー性能インジケータ）のみを規定することができる。オープン環境をサポートして要求
に応じてネットワーク機能の追加又は削除を可能とするために、活性化レイヤ１０４の重
要な能力は、例えば、スライスの機能が完全に予め規定されて概ね静的なソフトウェアモ
ジュール及び動的に追加されるソフトウェアモジュールの双方を含み得るように、ＳＦＣ
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（サービス機能チェーン化）を用いて又はソフトウェアを修正することによって、ネット
ワークスライスにおける機能及び接続性の動的再構成をサポートすることが必要である。
【００１９】
　ネットワークスライスは、完全なネットワークを規定するオブジェクトのセットに基づ
くソフトウェア定義によるエンティティとして扱われ得る。活性化レイヤ１０４は、ネッ
トワークスライス及び対応の能力を提供してオブジェクトを扱うのに必要な全てのソフト
ウェアオブジェクトを含み得るので、このコンセプトの成功に鍵となる役割を担う。活性
化レイヤ１０４は、ネットワーク生成環境によって補完される種類のネットワークオペレ
ーティングシステムとみなされ得る。活性化レイヤ１０４の重要なタスクは、それぞれの
抽象化レベルを規定することである。このように、ネットワークプロバイダはそれらのネ
ットワークスライスを設計する充分な余地を有する一方で、プラットフォームオペレータ
はそれでも物理ノードを維持及び最適化することができる。例えば、このように、Ｎｏｄ
ｅＢの追加又は交換などのような日々のタスクの実行は、ネットワークカスタマの代わり
の労力なしにサポートされる。完全な電気通信ネットワークをモデル化する適切なオブジ
ェクトを規定することは、ネットワークスライス環境を開発する際の活性化レイヤ１０４
の重要なタスクの１つである。
【００２０】
　５Ｇスライスともいわれるネットワークスライスは、Ｃ（コントロール）及びＵ（ユー
ザデータ）レベルを特定の態様で取り扱うことによって特定接続タイプの通信サービスを
サポートする。５Ｇスライスは、特定のユーザケースのために併せて使用される種々の５
Ｇネットワーク機能及び特定の無線アクセス技術（ＲＡＴ）設定の集合からなる。したが
って、５Ｇスライスは、クラウドノード上で稼働するソフトウェアモジュール、柔軟な機
能の位置をサポートするトランスポートネットワークの特定の構成、特定の無線構成又は
特定のアクセス技術さえも、その他５Ｇデバイスの構成などの全てのネットワークのドメ
インに及び得る。全てのスライスが同じ機能を含むわけではなく、現時点ではモバイルネ
ットワークに重要となりそうな幾つかの機能は、幾つかのスライスには存在しさえもしな
いことがある。５Ｇスライスは、特定の使用に必要な機能のみを提供し、他の全ての不要
な機能を回避するものである。スライスのコンセプトにある柔軟性は、既存のユースケー
スの拡張及び新たな使用ケースの生成の双方について鍵となる。したがって、第三者デバ
イスは、そのようなカスタマイズされたサービスを提供するために適切なＡＰＩを介して
スライシングの特定の態様を制御することの許可を受ける。
【００２１】
　アプリケーションレイヤ１０３は、作成された全てのネットワークスライス２１０ｂ、
２１１ｂ、２１２ｂを含み、これらを様々なカスタマなどの種々のネットワークユーザに
「サービスとしてのネットワーク」として提供する。そのコンセプトは、カスタマなどの
種々のユーザに対する規定済みネットワークスライス２１０ｂ、２１１ｂ、２１２ｂの再
使用を、例えば、新たなネットワークスライスインスタンス２１０ａ、２１１ａ、２１２
ａとして可能とする。これは、例えば、自動車用途に関連するネットワークスライス２１
０ｂ、２１１ｂ、２１２ｂが、他の種々の工業的用途のアプリケーションにも使用され得
ることを意味する。ネットワークスライス機能全体は同じとなり得るが、第１のユーザに
よって生成されるスライスインスタンス２１０ａ、２１１ａ、２１２ａは、例えば、第２
のユーザによって生成されるスライスインスタンスから独立していることもある。
【発明の概要】
【００２２】
　第１の態様によると、発明は、訪問先通信ネットワークにおいて外部通信ネットワーク
の通信端末のローミング接続を確立する方法に関し、外部通信ネットワーク及び訪問先通
信ネットワークは複数のサブネットワークからなり、識別エンティティが通信端末の識別
のために訪問先通信ネットワークの各サブネットワークに割り当てられ、サブネットワー
ク識別子がそれぞれの通信ネットワークの各サブネットワークに割り当てられ、訪問先通
信ネットワークには通信デバイスへのサブネットワークの割当てを管理するネットワーク
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管理エンティティがあり、方法は、訪問先通信ネットワークの第１のサブネットワークの
第１の識別エンティティによって外部通信ネットワークの通信端末からローミング接続要
求を受領するステップであって、ローミング接続要求が通信端末のアイデンティティを有
する、ステップ、通信端末の識別に基づいて訪問先通信ネットワークの第１の識別エンテ
ィティによって通信端末を識別するステップ、訪問先通信ネットワークの第１の識別エン
ティティによって外部通信ネットワークの外部サブネットワークの外部サブネットワーク
識別子を受領するステップ、外部サブネットワーク識別子によって示される外部サブネッ
トワークに訪問先通信ネットワークのそれぞれのサブネットワークが対応するかを、ネッ
トワーク管理エンティティ又は第１の識別エンティティによって、外部サブネットワーク
識別子に基づいて照合するステップ、及び訪問先通信ネットワークのそれぞれのサブネッ
トワークのいずれも外部サブネットワークに対応しない場合に、訪問先通信ネットワーク
の第１の識別エンティティ又は外部サブネットワークの構成についての構成要求を外部通
信ネットワークに送信するステップを含む。
【００２３】
　通信ネットワークのサブネットワーク構造に起因して、通信性能が増加可能となる。特
に、これは、より高いデータスループット、より短い遅延、特に高い信頼性、非常に高い
接続密度及び広い移動エリアをもたらすことができるので、向上したローミングをもたら
す。向上した性能とともに、この方法は、非常に異なる環境を制御するのに使用されるこ
とができる一方で、特にローミングにおけるデータ交換について、ユーザの信頼、アイデ
ンティティ及びプライバシーを確実なものとすることができる。
【００２４】
　実施形態の１つによると、方法は、構成要求を送信するステップに応じて、訪問先通信
ネットワークの第１の識別エンティティによって外部サブネットワークの構成を受領する
ステップをさらに含む。
【００２５】
　これは、このようにして第１の識別エンティティが外部サブネットワークの構成を有し
てそれに従ってそれ自体のサブネットワークを構成することができるので、外部通信ネッ
トワークの通信端末は訪問先ネットワークにおいて有効に通信を行うことができるという
利益をもたらす。
【００２６】
　実施形態の１つによると、方法は、訪問先通信ネットワークのぞれぞれのサブネットワ
ークが外部サブネットワークに対応するかを、受信された構成に基づいてネットワーク管
理エンティティ又は第１の識別エンティティによって照合するステップをさらに含む。
【００２７】
　これは、肯定的照合の場合に、通信端末の通信に直ちに使用され得るそれぞれのサブネ
ットワーク及び通信手順が迅速に開始され得るという利益をもたらす。
【００２８】
　実施形態の１つによると、方法は、外部サブネットワークに対応するそれぞれのサブネ
ットワークを受信するために、受信された構成に従って訪問先通信ネットワークのサブネ
ットワークを構成するステップをさらに含む。
【００２９】
　これは、インフラが、外部ネットワークの通信端末がそこにおいて通信することができ
るように訪問先通信ネットワークにおいて提供及び構成されることもでき、ローミングが
簡素かつ効率的に実行され得るという利益をもたらす。
【００３０】
　方法の実施形態の１つによると、構成は外部通信ネットワークの外部サブネットワーク
の少なくとも１つの機能及び／又はトポロジを表示し、構成するステップにおいて、機能
は訪問先通信ネットワークのサブネットワークのハードウェアリソースにおいて実行又は
インスタンス化され、及び／又は訪問先通信ネットワークのハードウェアリソースは外部
サブネットワークに対応する訪問先通信ネットワークのそれぞれのサブネットワークを取
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得するためにトポロジに従って相互接続される。
【００３１】
　これは、訪問先ネットワークのハードウェアリソースが、外部ネットワークの通信端末
に通信インフラとして利用可能となるために柔軟に調整及び構成され得るという利益をも
たらす。これは、ローミングを柔軟かつ高速にする。
【００３２】
　方法の実施形態の１つによると、機能は、サブネットワークの予め規定された標準機能
である。
【００３３】
　これは、実施が簡素になり、すなわち、標準機能が使用可能となる場合に複雑性が低減
するという利益をもたらす。
【００３４】
　方法の実施形態の１つによると、構成は、以下の機能：認証、課金、ポリシー、モビリ
ティ管理、セキュリティ、コーデック、圧縮アルゴリズム、トランスコーダ、マルチメデ
ィアリソース機能、例えば、会話認識、ボイスメールシステム、テキスト－会話変換、信
号化プロトコル、プロトコル拡張、プロトコル実行、送信プロトコル、ルーティング機能
、スケジューリング、のうちの１つ又は幾つかを表示する。
【００３５】
　これは、既存のネットワークにおいて既に共通の多数の機能が利用可能となるという利
益をもたらす。したがって、方法は、既存のネットワークの機能と互換可能である。
【００３６】
　実施形態の１つによると、方法は、訪問先通信ネットワークのそれぞれのサブネットワ
ークを介した通信接続を確立するステップをさらに含む。
【００３７】
　これは、通信端末が訪問先通信ネットワークを介して通信することができることによっ
てローミングを簡素な態様で実行することができるという利益をもたらす。
【００３８】
　実施形態の１つによると、方法は、訪問先通信ネットワークのネットワーク管理エンテ
ィティによって訪問先通信ネットワークを介した将来の通信のためのそれぞれのサブネッ
トワークをプロビジョニングするステップをさらに含む。
【００３９】
　これは、訪問先通信ネットワークが学習して以前の通信動作の知識を有することができ
、将来の通信動作をより速くかつより効率的に実行することができるという利益をもたら
す。
【００４０】
　方法の実施形態の１つによると、外部サブネットワーク識別子を受領するステップは、
第１の識別エンティティによって外部サブネットワーク識別子を特に通信端末又は外部通
信ネットワークから受領するステップ及び第１の識別エンティティによって外部サブネッ
トワーク識別子をネットワーク管理エンティティに転送するステップを含む。
【００４１】
　これは、外部サブネットワークがそのサブネットワーク識別子によって容易に識別可能
となるので、複数の通信端末での多数のローミング動作、特に同時のものがあったとして
も効率的な通信が確立可能となるという利益をもたらす。
【００４２】
　方法の実施形態の１つによると、訪問先通信ネットワークは第５世代ネットワーク（５
Ｇ）又は更なる世代のものであり、サブネットワークは訪問先通信ネットワークのスライ
スである。
【００４３】
　このように、より高いデータスループットでのより高い無線周波数、モノのインターネ
ットのような新たなアプリケーション、より短いランタイムのような特殊な能力などの５
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Ｇネットワーク構造の全ての利益が実現可能となり、これは４Ｇ通信ネットワークが提供
できるものを超える。通信ネットワークは、高度の集中での全てのネットワーク態様を含
むエンドトゥエンドシステムを提供することができる。またさらに、既存のアクセスメカ
ニズム及びそれらの可能な展開が、最大限に活用され得る。
【００４４】
　方法の実施形態の１つによると、構成要求は、通信端末のアイデンティティ、特に、Ｉ
ＭＳＩ若しくはＩＭＥＩ又はｅＩＤのような通信端末のハードウェア識別子を含む。　
【００４５】
　これは、通信端末が通信サービスのＩＭＳＩ、ＩＭＥＩ、ｅＩＤ、ソフトウェアアプリ
ケーション又はオペレーティングシステムなどの複数の識別子に基づいてサブネットワー
クに割り当て可能となり、これが高度の柔軟性を提供するという利益をもたらす。
【００４６】
　サブネットワークに種々のアプリケーション又はサービスに割り当て可能となるので、
通信端末は、幾つかのサブネットワークへの更なる依存において通信可能となる。サブネ
ットワークは、様々な機能、サービス又はアプリケーションによって相互と異なる。
【００４７】
　方法の実施形態の１つによると、サブネットワークに対するサブネットワーク識別子の
割当ては、ネットワーク管理エンティティに保存される。
【００４８】
　そのようなアーキテクチャは、管理エンティティの設計に高い自由度をもたらす。管理
エンティティのタスクは、ネットワークに柔軟に分散され得る。
【００４９】
　ネットワーク管理エンティティは、同時に、ネットワークにおける特定の場所に位置す
るユニットである必要はない。それはまた、通信ネットワークにおける２以上のプレーン
又はスライスを含み得る。識別エンティティはサブネットワーク識別子を含み、幾つかの
機能部は割当てが既に存在しているかを照合する。この「幾つかの機能部」を「ネットワ
ーク管理部」という。このようなネットワーク管理エンティティは、通信ネットワークの
コントロールプレーンにおいて機能的に割り当て可能であり、例えば、ＬＴＥネットワー
クにおけるＭＭＥとなり得る。これに対して、スライスの構成を適用してそれぞれ構成す
る機能は、ネットワーク管理システム又はＯＯＳ（動作サポートシステム）に位置し得る
。したがって、上記ネットワーク管理エンティティは、２つのプレーン、すなわち、コン
トロールプレーン及びネットワーク管理システムプレーンにわたる。
【００５０】
　方法の実施形態の１つによると、訪問先通信ネットワークのそれぞれのサブネットワー
クが外部サブネットワークに対応するかを照合するステップは、サブネットワークへのサ
ブネットワーク識別子の割当てを有する対応テーブルに基づいて、及び／又はネットワー
ク管理エンティティによるサブネットワークへの機能の割当ての機能テーブルに基づいて
実行される。
【００５１】
　これは、そのような対応テーブルが例えばルックアップテーブルによって実現可能とな
り、要求の結果が迅速かつ効率的に提供可能となるという利益を与える。
【００５２】
　第２の態様によると、発明は、訪問先通信ネットワークにおいて外部通信ネットワーク
の通信端末のローミング接続を確立するためのネットワー管理エンティティに関し、外部
通信ネットワーク及び訪問先通信ネットワークが複数のサブネットワークからなり、識別
エンティティは通信端末の識別のために訪問先通信ネットワークの各サブネットワークに
割り当てられ、サブネットワーク識別子がそれぞれの通信ネットワークの各サブネットワ
ークに割り当てられ、ネットワーク管理エンティティは、訪問先通信ネットワークのサブ
ネットワークへのサブネットワーク識別子の割当てを有するメモリ、外部通信ネットワー
クの外部サブネットワーク識別子の受領のための通信インターフェース、並びに訪問先通
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信ネットワークのそれぞれのサブネットワークがサブネットワークに対応するかを外部サ
ブネットワーク識別子及び予め保存されたサブネットワーク識別子に基づいて確認するよ
うに設計されたプロセッサを有し、通信インターフェースは、訪問先通信ネットワークの
それぞれのサブネットワークのいずれも外部サブネットワークに対応しない場合に、外部
サブネットワークの構成についての構成要求を外部通信ネットワークに送信するように設
計される。
【００５３】
　通信ネットワークのサブネットワーク設計に基づいて、通信性能が増加可能となる。そ
のようなネットワーク管理エンティティを用いることによって、増加したデータスループ
ット、より短い遅延、特に高い信頼性、非常に高い接続密度及び広い移動エリアが実現可
能となるので、改善されたローミングがもたらされる。増加した性能とともに、そのよう
なネットワーク管理エンティティは、非常に異なる環境を制御するのに使用され得る。ネ
ットワーク管理エンティティはさらに、特にローミングにおけるデータ交換についてのユ
ーザの信頼、アイデンティティ及びプライバシーを確実にすることを可能とする。
【００５４】
　サブネットワーク識別子の受領は、コントロールプレーンにおける外部ネットワークの
管理エンティティによって訪問先ネットワークの管理エンティティを介して実行され得る
一方で、構成要求は、管理エンティティによってＯＳＳプレーンにおける管理エンティテ
ィに送信され得る。これは、より高い設計自由度を与える。
【００５５】
　ネットワーク管理エンティティの実施形態の１つによると、通信インターフェースは、
構成要求の送信に応じて外部サブネットワークの構成を受信するように設計され、管理エ
ンティティは、外部サブネットワークに対応するそれぞれのサブネットワークを取得する
ために、受信された構成に従って、特に通信インターフェース及びプロセッサによって、
訪問先通信ネットワークのサブネットワークを構成するように設計される。
【００５６】
　既に上述したように、ネットワーク管理エンティティは、同時に、ネットワークにおけ
る特定の場所に位置するユニットである必要はない。それはまた、通信ネットワークにお
ける２以上のプレーン又はスライスを含み得る。識別エンティティはサブネットワーク識
別子を含み、幾つかの機能部は割当てが既に存在しているかを照合する。この「幾つかの
機能部」を「ネットワーク管理部」という。このようなネットワーク管理エンティティは
、通信ネットワークのコントロールプレーンにおいて機能的に割り当て可能であり、例え
ば、ＬＴＥネットワークにおけるＭＭＥとなり得る。これに対して、スライスの構成を適
用してそれぞれ構成する機能は、ネットワーク管理システム又はＯＯＳ（動作サポートシ
ステム）に位置し得る。したがって、上記ネットワーク管理エンティティは、２つのプレ
ーン、すなわち、コントロールプレーン及びネットワーク管理システムプレーンにわたる
。このようなアーキテクチャは、管理エンティティの設計における高度な自由度に関連付
けられる。管理エンティティのタスクは、ネットワークにおいて柔軟に分散され得る。
【００５７】
　添付図面を参照して更なる実施形態を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】５Ｇシステムアーキテクチャ１００の概略図である。
【図２】複数のスライス２００を有する５Ｇ通信ネットワークの概略図である。
【図３】例として与えられる実施形態による、外部通信ネットワーク３３３の通信端末３
０１、訪問先通信ネットワーク３０３及び外部通信ネットワーク３３３を有する通信シス
テム３００の概略図である。
【図４】例として与えられる実施形態による、訪問先通信ネットワークにおける外部通信
ネットワークの通信端末のローミング接続を確立する方法４００の概略図である。
【図５】例として与えられる実施形態による、５Ｇ通信ネットワーク５００の例における
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通信端末のサインオン手順の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００５９】
　以下の詳細な説明は、その一部である添付図面を参照し、発明が実施され得る例示の具
体的な実施形態を説明として示す。問題となる発明のコンセプトから逸脱することなく他
の実施形態が利用され、構造的又は論理的変更がなされ得ることが理解される。したがっ
て、以下の詳細な説明は、排他的に理解されるものではない。また、ここに説明する種々
の実施形態の例の構成は、特に断りがない限り、組み合わされてもよいことが理解される
。
【００６０】
　図面を参照して態様及び実施形態を説明し、ここでは同じ符号は一般的に同じ要素を示
す。以下の説明は、明瞭化の目的のために、発明の１つ又は幾つかの態様の深い理解を与
えるために複数の具体的詳細を提示する。しかし、当業者には、１つ又は幾つかの態様又
は実施形態が具体的詳細のより低い程度で実施可能であることは明らかである。他の場合
では、１つ又は幾つかの態様又は実施形態を説明することを容易化するために、周知の構
造及び要素が模式形態で示される。問題となる本発明のコンセプトから逸脱することなく
他の実施形態が利用され、構造的又は論理的変更がなされ得ることが理解される。
【００６１】
　実施形態の特定の構成又は態様は多数の実施例のうちの１つのみに関して開示されてい
たとしても、そのような構成又は態様は、所与又は特定のアプリケーションについて所望
又は有利となるような他の実施例の１つ又は幾つかの他の構成又は態様と組み合わされて
もよい。またさらに、文言「含む」、「有する」、「ともに」又はその変化形は説明又は
特許請求の範囲において使用される範囲で、そのような文言は、文言「備える」と同様に
包含的である。文言「結合された」又は「接続された」は、その派生語とともに使用され
得る。そのような文言は、２つの要素が、それらが直接若しくは電気的な接触状態にある
か又は相互に直接物理的に接触していないかにかかわらず、相互に協働又は相互作用する
ことを示すように使用されることが理解される。さらに、文言「例として」は最良又は最
適のものについての用語としてではなく例示としてのみ理解されるべきである。したがっ
て、以降の説明は、限定的に理解されてはならない。
【００６２】
　図３に、例として与えられる実施形態による、外部通信ネットワーク３３３の通信端末
３０１、訪問先通信ネットワーク３０３及び外部通信ネットワーク３３３を有する通信シ
ステム３００の概略図を示す。ローミング方法を明確にするために、外部通信ネットワー
ク３３３の通信端末３０１は、ローミング要求３０２を訪問先通信ネットワーク３０３は
、訪問先通信ネットワーク３０３のエリアにまさに位置し、ローミング要求３０２を訪問
先通信ネットワーク３０３に送信する。
【００６３】
　訪問先通信ネットワーク３０３は、第１のサブネットワーク３０７、第２のサブネット
ワーク３１１及び第ｎのサブネットワーク３１５が例として示される更なるサブネットワ
ークとして、複数のサブネットワーク３０７、３１１、３１５を含む。これらの幾つかの
サブネットワークは、図１及び図２について上述したように、幾つかのスライス２１０ｂ
、２１１ｂ、２１２ｂに対応する。第１のサブネットワーク３０７には、通信端末３０１
がローミング手順を開始するためにローミング要求３０２を送信し得る第１の識別エンテ
ィティ３０９がある。第２のサブネットワーク３１１には、第２の識別エンティティ３１
３があり、更なるサブネットワークには、すなわち、第ｎのサブネットワーク３１５まで
、第ｎの識別部３１７がある。あるいは、ローミング要求３０２は、他の識別エンティテ
ィ３１３、３１７の１つにも送信され得る。
【００６４】
　サブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤ１、ＳｕｂＮＷ－ＩＤ２、・・・ＳｕｂＮＷ
－ＩＤｎが、訪問先通信ネットワーク３０３の各サブネットワーク３０７、３１１、３１
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５に割り当てられ、それはそれぞれのサブネットワーク３０７、３１１、３１５を識別す
る。訪問先通信ネットワーク３０３は、サブネットワーク３０７、３１１、３１５のうち
の１つに対して識別子ＵＥ－ＩＤを有する通信端末３０１の割当て３２１を管理する管理
エンティティ３１９をさらに含む。一実施形態では、それは自身のＵＥａ、すなわち、ネ
ットワーク３０３のＵＥにのみ当てはまる。ＳｕｂＮＷへの割当てがそのホームネットワ
ーク３３３に保存されている外部ネットワークの参加者（インバウンドローマー）として
の３０１について、これは、３１９におけるそのホームネットワークに参加者によって割
り当てられたＳｕｂＮＷ－ＩＤについて保存されるため、一般的な意味にすぎない。この
実施形態では、３１９におけるＳｕｂＮＷ－ＩＤへのＵＥの直接の割当てを有する必要が
ある。更なる実施形態では、３１９はまた、マッピングのための他のデータを含み、ＵＥ
を介した割当てを保存することができる。
【００６５】
　外部通信ネットワーク３３３は、訪問先通信ネットワーク３０３のものと同様の構造を
有し得る。これは、外部通信ネットワーク３３３が、第１のサブネットワーク３３７、第
２のサブネットワーク３４１及び例として第ｎのサブネットワーク３４５が示される更な
るサブネットワークを有する多数のサブネットワーク３３７、３４１、３４５を含む。こ
れらの幾つかのサブネットワークは、図１及び図２において上述したような幾つかのスラ
イス２１０ｂ、２１１ｂ、２１２ｂに対応する。第１のサブネットワーク３０７は第１の
識別エンティティ３３９を含み、第２のサブネットワーク３４１は第２の識別エンティテ
ィ３４３を含み、第ｎのサブネットワーク３４５は第ｎの識別エンティティ３４７を含む
。それぞれの識別エンティティ３３９、３４３、３４７は、外部通信ネットワーク３３３
への接続を行う通信端末３０１の識別を担う。またさらに、外部通信ネットワーク３３３
は、ネットワーク管理エンティティ３４９を含み、それは通信デバイスへのサブネットワ
ーク３３７、３４１、３４５の割当てを管理する。
【００６６】
　訪問先通信ネットワーク３０３の第１のサブネットワーク３０７の第１の識別エンティ
ティ３０９は外部通信ネットワーク３３３の通信端末３０１からローミング要求３０２を
受信し、ローミング接続要求３０２は通信端末３０１のアイデンティティ又は識別ＵＥ－
ＩＤを有する。第１の識別エンティティ３０９は、通信端末３０１のＵＥ－ＩＤ識別に基
づいて通信端末３０１を識別する。第１の識別エンティティ３０９は、外部通信ネットワ
ーク３３３の外部サブネットワーク３３７の外部サブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－Ｉ
Ｄｘを受信する（３３８）。ネットワーク管理エンティティ３１９は、訪問先通信ネット
ワーク３０３のそれぞれのサブネットワーク３０７、３１１、３１５が、外部サブネット
ワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘによって識別される外部サブネットワーク３３７に対応
するかを照合する。あるいは、この照合は、第１の識別エンティティ３０９によって実行
されてもよい。訪問先通信ネットワーク３０３のそれぞれのサブネットワーク３０７、３
１１、３１５が外部サブネットワーク３３７に一致しない場合、第１の識別エンティティ
３０９は、外部サブネットワーク３３３の構成のための構成要求（Ｃｆｇ－Ｒｅｑ）を外
部通信ネットワーク３３３に送信する。あるいは、構成要求（Ｃｆｇ－Ｒｅｑ）の送信は
、ネットワーク管理エンティティ３１９によって実行されてもよい。
【００６７】
　訪問先通信ネットワーク３０３の第１の識別エンティティ３０９又は代替的にネットワ
ーク管理エンティティ３１９は、構成要求Ｃｆｇ－Ｒｅｑの送信３４０に応じて外部サブ
ネットワーク３３７の構成を受信する。
【００６８】
　ネットワーク管理エンティティ３１９又は代替的に第１の識別エンティティ３０９は、
訪問先通信ネットワーク３０３のそれぞれのサブネットワーク３０７、３１１、３１５が
外部サブネットワーク３３７に対応するかを受信した構成に基づいて照合し、外部サブネ
ットワーク３３７に対応するそれぞれのサブネットワーク３０７を取得するために、受信
した構成に従って訪問先通信ネットワーク３０３のサブネットワーク３０７、３１１、３
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１５を構成する。
【００６９】
　構成は、外部通信ネットワーク３３３の外部サブネットワーク３３７の機能及び／又は
トポロジを表示する。機能は、訪問先通信ネットワーク３０３のサブネットワーク３０７
、３１１、３１５のハードウェアリソースにおいて実施又はインスタンス化され得る。訪
問先通信ネットワーク３０３のハードウェアリソースは、外部サブネットワークに対応す
る訪問先通信ネットワーク３０３のそれぞれのサブネットワーク３０７を取得するために
トポロジに従って相互接続され得る。
【００７０】
　機能は、サブネットワークの予め規定された標準機能であってもよい。
【００７１】
　構成は、例えば、以下の機能：認証、課金、ポリシー、モビリティ管理、セキュリティ
、コーデック、圧縮アルゴリズム、トランスコーダ、マルチメディアリソース機能、例え
ば、会話認識、ボイスメールシステム、テキスト－会話変換、信号化プロトコル、プロト
コル拡張、プロトコル実行、送信プロトコル、ルーティング機能、スケジューリング、の
うちの１つを有し得る。
【００７２】
　訪問先通信ネットワーク３０３は、それぞれのサブネットワーク３０７を介して通信接
続を確立することができる。
【００７３】
　そして、訪問先通信ネットワーク３０３のネットワーク管理エンティティ３１９は、訪
問先通信ネットワーク３０３を介して将来の通信についてのそれぞれのサブネットワーク
３０７を提供することもできる。
【００７４】
　外部サブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘは、第１の識別エンティティ３０９を
介して受信され得る。外部サブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘは、通信端末３０
１によって又は外部通信ネットワーク３３３によって受信され、第１の識別エンティティ
３０９を介してネットワーク管理エンティティ３１９に転送され得る。
【００７５】
　訪問先通信ネットワーク３０３は、第５世代（５Ｇ）のネットワーク又は更なる世代の
ものであればよい。サブネットワーク３０７、３１１、３１５は、例えば、図１及び図２
において上述したような、訪問先通信ネットワーク３０３のスライスとなり得る。
【００７６】
　構成要求Ｃｆｇ－Ｒｅｑは、通信端末３０１のアイデンティティＵＥ－ＩＤ、例えば、
ＩＭＳＩ若しくはＩＭＥＩ又はｅＩＤなどの通信端末３０１のハードウェア識別子を含み
得る。
【００７７】
　ネットワーク管理エンティティ３１９は、サブネットワーク３０７、３１１、３１５に
対するサブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤの割当てを保存するために、メモリ３２
３を含み得る。
【００７８】
　ネットワーク管理エンティティ３１９は、同時に、訪問先通信ネットワーク３０３にお
ける特定の場所に位置するユニットである必要はない。それはまた、訪問先通信ネットワ
ーク３０３における２以上のプレーン又はスライスを含み得る。識別エンティティ３０８
はサブネットワーク識別子を含むことができ、幾つかの機能部は割当てが既に存在してい
るかを照合することができる。この「幾つかの機能部」を「ネットワーク管理部」３１９
という。このようなネットワーク管理エンティティ３１９は、訪問先通信ネットワーク３
０３のコントロールプレーンにおいて機能的に割り当て可能であり、例えば、ＬＴＥネッ
トワークにおけるＭＭＥとなり得る。これに対して、スライスの構成を適用してそれぞれ
構成する機能は、ネットワーク管理システム又はＯＯＳ（動作サポートシステム）に位置
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し得る。したがって、上記ネットワーク管理エンティティ３１９は、２つのプレーン、す
なわち、コントロールプレーン及びネットワーク管理システムプレーンにわたって存在す
る。このようなアーキテクチャは、管理エンティティ３１９の設計における高度な自由度
に関連付けられる。管理エンティティ３１９のタスクは、ネットワークにおいて柔軟に分
散され得る。
【００７９】
　訪問先通信ネットワーク３０３のそれぞれのサブネットワーク３０７、３１１、３１５
が外部サブネットワーク３３７に対応するかの照合は、サブネットワーク３０７、３１１
、３１５へのサブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤの割当てを有する対応テーブルに
基づいて、及び／又はネットワーク管理エンティティ３１９によるサブネットワーク３０
７、３１１、３１５への機能の割当ての機能テーブルに基づいて、実行され得る。これら
の割当ては、メモリ３２３に保存され得る。
【００８０】
　ネットワーク管理エンティティ３１９は、訪問先通信ネットワーク３０３のサブネット
ワーク３０７、３１１、３１５へのサブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤの割当てを
有するメモリ３２３とともに、外部通信ネットワーク３３３の外部サブネットワーク識別
子ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘの受領３３８のための他の通信インターフェース３２７及びプロセ
ッサ３２５を含む。
【００８１】
　プロセッサ３２５は、外部サブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘ及び予め保存し
たサブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤに基づいて、訪問先通信ネットワーク３０３
のそれぞれのサブネットワーク３０７、３１１、３１５が外部通信ネットワーク３３３の
外部サブネットワーク３３７に対応するかを確認するように設計される。
【００８２】
　通信インターフェース３２７は、訪問先通信ネットワーク３０３のそれぞれのサブネッ
トワーク３０７、３１１、３１５が外部サブネットワーク３３７に対応しない場合、外部
サブネットワーク３３７の構成のための構成要求Ｃｆｇ－Ｒｅｑを外部通信ネットワーク
３３３に送信するように設計される。
【００８３】
　通信インターフェース３２７は、構成受領Ｃｆｇ－Ｒｅｑの送信３４０に応じて、外部
サブネットワーク３３７の構成を受信することができる。ネットワーク管理エンティティ
３１９は、外部サブネットワーク３３７に対応するそれぞれのサブネットワーク３０７を
取得するために、受信された構成に従って訪問先通信ネットワーク３０３のサブネットワ
ーク３０７を通信インターフェース３２７及びプロセッサ３２５によって構成することが
できる。
【００８４】
　訪問先通信ネットワーク３０３に関して、通信の確立を以下のように説明することがで
きる。
【００８５】
　例えば、通信端末３０１にデフォルトのサブネットワークとしてデフォルトの識別エン
ティティによって割り当てられ得る第１のサブネットワーク３０７の第１の識別エンティ
ティ３０９は、通信端末３０１のＵＩ－ＩＤ識別を受信する。そのようなＵＩ－ＩＤ識別
は、通信端末３０１を識別する。そのようなＵＥ－ＩＤ識別に基づいて、第１の識別エン
ティティ３０９は、通信端末３０１を識別する。第１の識別エンティティ３０９のタスク
は、ここではＬＴＥネットワークにおけるＭＭＥ（モビリティ管理エンティティ）のもの
に対応し、又はそれらを含み得る。識別は、例えば、ＵＥに結合された通信端末３０１の
ＩＭＳＩ又は一時的識別構成に基づいて実行され得る。
【００８６】
　そして、サブネットワークは、管理エンティティ３４９によって通信端末３０１に割り
当てられる。サブネットワークの当初の割当ては、ホームネットワークを介して行われる
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。更なる点について、パラメータもホームネットワークに提供される。
【００８７】
　管理エンティティ３４９のタスクは、ここではＬＴＥ（ロングタームエボリューション
）ネットワークにおけるＨＳＳ（ホームサブスクライバサーバ）のものに対応し、又はそ
れらを含むことができ、すなわち、接続を確立する以下の手順は外部通信ネットワーク３
３３によって提供されるパラメータを用いて通信ネットワーク３０３において行われ得る
。
【００８８】
　まず、管理エンティティ３４９は、認証のために、続いて、暗号化及びメッセージ整合
性の保護などの安全関連の手順のために要求されるパラメータを提供する。これらは、ラ
ンダム値ＲＡＮＤ、キーＫＡＳＭＥ、認証照合ＸＲＥＳの期待される結果、及び認証トー
クンＡＵＴＮとなり得る。これら４個のパラメータは、いわゆる認証ベクトルとして、管
理エンティティ３４９によってそれぞれのサブネットワーク３０７に送信され得る。
【００８９】
　ＲＡＮＤ及びＡＵＴＮは、第１の識別エンティティ３０９によって、例えば（不図示の
）第１の通信ノード、例えばｅＮｏｄｅＢ（基地局）を介して通信端末３０１、例えばＵ
Ｅ（ユーザ機器）に送信され得る。第１の通信ノードは、第１の識別エンティティ３０９
との通信端末３０１の通信を可能とするように、通信端末３０１と第１のサブネットワー
ク３０７の間に位置し得る。またさらに、更なるサブネットワーク３１１、３１５との通
信端末３０１の通信を可能とするように、第１の通信ノードは、更なるサブネットワーク
３１１、３１５に接続され得る。第１の通信ノードは、例えば、ＲＡＴ（無線アクセス技
術）、例えばＷＬＡＮ、ＷｉＦｉ、モバイルエアインターフェースなどを介して到達可能
となる。
【００９０】
　通信端末３０１はまた、ＵＩＣＣにおいて記憶される秘密鍵から、ＡＵＴＮによって通
信ネットワーク３０３の認証性を検証することを可能とするＫＡＳＭＥなどの特定のパラ
メータを導出し、特定のアルゴリズムを用いてＲＡＮＤ及びＫＡＳＭＥからからＲＥＳの
値を算出することができる。そして、この値は、例えば第１の通信ノードを介して、第１
の識別エンティティ３０９に送信され得る。ＲＥＳとＸＲＥＳとが同じである場合には、
第１の識別エンティティ３０９は、通信端末３０１の認証が成功して完了したことを通知
するようにメッセージを管理エンティティ３４９に送信する。そして、管理エンティティ
は、そのような通信端末３０１に対して許可された接続のリスト（ＱｏＳプロファイルを
有するＰＤＮ加入者コンテキスト）を第１の識別エンティティ３０９に送信することがで
きる。
【００９１】
　そして、第１の識別エンティティ３０９は、通信端末３０１から、例えば、サービング
ゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）を介して、パケットデータネットワークゲートウェイ（ＰＤＮ
－ＧＷ）へのデフォルトのベアラ（例えば、ＩＰ接続）を確立し、通信端末３０１にサイ
ンオン手順の成功を通知することができる。
【００９２】
　ここで、通信端末３０１は、通信ネットワーク３０３を介して通信を行うことができる
。また、更なるベアラについてのＰＤＮ－ＧＷ若しくは通信端末３０１の接続要求又は既
存のベアラの修正が、管理エンティティ３４９によって受信されたデータに基づいて第１
の識別エンティティ３０９によって認証され得る。
【００９３】
　ネットワーク管理エンティティ３１９によって外部ネットワーク管理エンティティ３４
９に基づいて送信ＵＥ－ＩＤ識別に割り当てられたサブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－
ＩＤが第２のサブネットワーク３１１のサブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤ２であ
る場合、通信接続は第２のサブネットワーク３１１を介して確立され得る。
【００９４】
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　あるいは、ネットワーク管理エンティティ３１９によって外部ネットワーク管理エンテ
ィティ３４９に基づいて送信ＵＥ－ＩＤ識別に割り当てられたサブネットワーク識別子Ｓ
ｕｂＮＷ－ＩＤが第ｎのサブネットワーク３１５のサブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－
ＩＤｎである場合、通信接続は第ｎのサブネットワーク３１５を介して確立され得る。
【００９５】
　管理エンティティ３１９は、以下の割当て：通信端末３０１のＵＥ－ＩＤ識別の割当て
、例えば、サブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤへのＩＭＳＩ若しくはＩＭＥＩ又は
ｅＩＤなどの通信端末３０１のハードウェア識別子への割当て、及び／又は通信端末３０
１に対する通信サービスの割当て、及び／又は通信端末３０１に対するソフトウェアアプ
リケーション及び／又は通信端末３０１のオペレーティングシステムの割当て、及び／又
は２つのサブネットワーク３０７、３１１のうちの１つに対する通信端末３０１への外部
ネットワークによるＳｕｂＮＷ－ＩＤの割当ての１つ又は幾つかに基づいて、通信端末３
０１へのサブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤの割当て実行することができる。ホー
ムネットワーク３３３はＵＥにそれ自体のサブネットワーク３３７、３４１を割り当て、
それらはサブネットワーク３０７、３１１に対する訪問先ネットワーク３０３においてマ
ッピングされる。訪問先ネットワークは、更なるパラメータを含んでもよいし、この情報
を完全に無視してもよい。
【００９６】
　サブネットワークは様々なアプリケーション又はサービスに割り当てられ得るので、通
信端末３０１はそれにさらに依存性して複数のサブネットワーク３０７、３１１、３１５
を介して通信を行うことができる。サブネットワークは、種々の機能、サービス又はアプ
リケーションによって異なる。
【００９７】
　通信端末３０１は、通信端末３０１に割り当てられたサブネットワーク３０７、３１１
、３１５を示すサブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤとともに、第１の識別エンティ
ティ３０９又は第２の識別エンティティ３１３に対する通信端末３０１の識別３０２を第
１の識別エンティティ３０９又は他の識別エンティティ３１３、３１７に送信することが
できる。そして、第１の識別エンティティ３０９は、通信端末３０１のＵＥ－ＩＤ識別及
び第１のサブネットワーク３０７のサブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤ１を管理エ
ンティティ３１９に送信することができる。同じ機能が、他の識別エンティティ３１３、
３１７にも当てはまる。そして、管理エンティティ３１９は、通信端末３０１のＵＥ－Ｉ
Ｄ識別及び割当て３２３に基づいて外部通信ネットワークによって当初割り当てられてい
た第１のサブネットワーク３３７のＳｕｂＮＷ－ＩＤ１を送信することができる。ＵＥは
、マッピングされたＳｕｂＮＷ－ＩＤをこのステップの前に既に受信している。照合の場
合には、メッセージがホームネットワーク３３３のネットワーク管理エンティティ３４９
に転送される前に、マッピングが再度戻されるべきである。
【００９８】
　サブネットワークが通信端末３０１に割り当てられる場合、管理エンティティ３１９は
通信端末３０１の識別３０２に割り当てられたサブネットワーク識別子を第１の識別エン
ティティ３０９に送信し得る。通信端末３０１のＵＥ－ＩＤ識別に割り当てられたサブネ
ットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤと第１のサブネットワーク３０７のサブネットワーク
識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤ１とが異なる場合、第１の識別エンティティ３０９は送信された
サブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤを通信端末３０１に送信することができる。通
信端末３０１のＵＥ－ＩＤ識別に割り当てられたサブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－Ｉ
Ｄと第１のサブネットワーク３０７のサブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤ１とが異
なる場合、第１の識別エンティティ３０９は送信されたサブネットワーク識別子ＳｕｂＮ
Ｗ－ＩＤを第２の識別エンティティ３１３に送信することができる。
【００９９】
　通信接続が第２のサブネットワーク３１１を介して確立される場合、通信端末３０１は
ＵＥ－ＩＤ識別を第２の識別エンティティ３１３に送信することができる。
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【０１００】
　第１のサブネットワーク３０７を介した通信接続は第１の識別エンティティ３０９を介
して確立され、第２のサブネットワーク３１１を介した通信接続は第２の識別エンティテ
ィ３１３を介して確立され得る。第ｎのサブネットワーク３１５を介した通信接続は第ｎ
の識別エンティティ３１７を介して確立され得る。あるいは、これらの通信接続は、通信
端末３０１によって確立されてもよい。
【０１０１】
　図４に、例として与えられる実施形態による、訪問先通信ネットワーク３０３における
外部通信ネットワーク３３３の通信端末３０１のローミング接続を確立する方法４００の
概略図を示す。
【０１０２】
　訪問先通信ネットワーク３０３は、図３において上述した訪問先通信ネットワーク３０
３に対応し得る。これは、訪問先通信ネットワーク３０３が、第１のサブネットワーク３
０７及び第２のサブネットワーク３１１を有する幾つかのサブネットワーク３０７、３１
１、３１５を含むことを意味する。第１のサブネットワーク３０７には、通信端末３０１
の識別のための第１の識別エンティティ３０９があり、第２のサブネットワーク３１１に
は、通信端末３０１の識別のための第２の識別エンティティ３１３がある。サブネットワ
ーク識別子は、訪問先通信ネットワーク３０３の各サブネットワーク３０７、３１１、３
１５に割り当てられる。訪問先通信ネットワーク３０３には、サブネットワーク３０７、
３１１、３１５の１つに対する通信端末３０１の割当て３２１を管理するネットワーク管
理エンティティ３１９がある。
【０１０３】
　同様に、外部通信ネットワーク３３３は、図３において上述した外部通信ネットワーク
３３３に対応し得る。
【０１０４】
　方法４００は、訪問先通信ネットワーク３０３の第１のサブネットワーク３０７の第１
の識別エンティティ３０９を介して外部通信ネットワーク３３３の通信端末３０１からの
ローミング接続要求３０２の受領４０１を含み、ローミング接続要求３０２は通信端末３
０１のＵＥ－ＩＤアイデンティティを有する。
【０１０５】
　方法４００は、通信端末３０１のＵＥ－ＩＤ識別に基づいて訪問先通信ネットワーク３
０３の第１の識別エンティティ３０９による通信端末３０１の識別４０２をさらに含む。
【０１０６】
　方法４００は、訪問先通信ネットワーク３０３の第１の識別エンティティ３０９による
外部通信ネットワーク３３３の外部サブネットワーク３３７の外部サブネットワーク識別
子ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘの受領４０３、３３８をさらに含む。
【０１０７】
　方法４００は、訪問先通信ネットワーク３０３のそれぞれのサブネットワーク３０７、
３１１、３１５が、外部サブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘによって示される外
部サブネットワーク３３７に対応するかについての、ネットワー管理エンティティ３１９
による又は第１の識別エンティティ３０９による外部サブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ
－ＩＤｘに基づく照合４０４をさらに含む。
【０１０８】
　方法４００は、訪問先通信ネットワーク３０３のそれぞれのサブネットワーク３０７、
３１１、３１５が外部サブネットワーク３３７に対応しない場合、第１の識別エンティテ
ィ３０９による又は訪問先通信ネットワーク３０３のネットワー管理エンティティ３１９
による外部サブネットワーク３３３の構成についての構成要求（Ｃｆｇ－Ｒｅｑ）を外部
通信ネットワーク３３３に送信すること４０５、３４０をさらに含む。
【０１０９】
　方法４００は、構成要求（Ｃｆｇ－Ｒｅｑ）の送信３４０に応じて、訪問先通信ネット
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ワーク３０３の第１の識別エンティティ３０９による外部サブネットワーク３３７の構成
の受領をさらに含み得る。
【０１１０】
　方法４００は、訪問先通信ネットワーク３０３のそれぞれのサブネットワーク３０７、
３１１、３１５が外部サブネットワーク３３７に対応するかについての、ネットワー管理
エンティティ３１９による又は第１の識別エンティティ３０９による、受信された構成に
基づく照合をさらに含み得る。
【０１１１】
　方法４００は、外部サブネットワーク３３７に対応するそれぞれのサブネットワーク３
０７を受信するために、受信された構成による訪問先通信ネットワーク３０３のサブネッ
トワーク３０７、３１１、３１５の構成をさらに含み得る。
【０１１２】
　構成は、外部通信ネットワーク３３３の外部サブネットワーク３３７の機能及び／又は
トポロジを表示することができる。構成の目的のため、機能は、訪問先通信ネットワーク
３０３のサブネットワーク３０７、３１１、３１５のハードウェアリソースにおいて実施
又はインスタンス化され得る。訪問先通信ネットワーク３０３のハードウェアリソースは
、外部サブネットワーク３３７に対応する訪問先通信ネットワーク３０３のそれぞれのサ
ブネットワーク３０７を取得するためにトポロジに従って相互接続され得る。機能は、サ
ブネットワークの予め規定された標準機能であってもよい。
【０１１３】
　構成は、例えば、以下の機能：認証、課金、ポリシー、モビリティ管理、セキュリティ
、コーデック、圧縮アルゴリズム、トランスコーダ、マルチメディアリソース機能、例え
ば、会話認識、ボイスメールシステム、テキスト－会話変換、信号化プロトコル、プロト
コル拡張、プロトコル実行、送信プロトコル、ルーティング機能、スケジューリング、の
うちの１つを有し得る。
【０１１４】
　方法４００は、訪問先通信ネットワーク３０３のそれぞれのサブネットワーク３０７を
介した通信接続の確立をさらに含み得る。
【０１１５】
　方法４００は、訪問先通信ネットワーク３０３のネットワーク管理エンティティ３１９
による訪問先通信ネットワーク３０３を介した更なる通信のためのそれぞれのサブネット
ワーク３０７のプロビジョンをさらに含み得る。
【０１１６】
　外部サブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘの受領３３８のステップは、第１の識
別エンティティ３０９による、特に通信端末３０１又は外部通信ネットワーク３３３によ
る外部サブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘの受領３３８を含み、第１の識別エン
ティティ３０９による外部サブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘのネットワーク管
理エンティティ３１９への転送をさらに含み得る。
【０１１７】
　訪問先通信ネットワーク３０３は、第５世代（５Ｇ）のネットワーク又は更なる世代の
ものであればよい。サブネットワーク３０７、３１１、３１５は、例えば、図１及び図２
において上述したような、訪問先通信ネットワーク３０３のスライスとなり得る。
【０１１８】
　構成要求Ｃｆｇ－Ｒｅｑは、通信端末３０１のアイデンティティＵＥ－ＩＤ、例えば、
ＩＭＳＩ若しくはＩＭＥＩ又はｅＩＤなどの通信端末３０１のハードウェア識別子を含み
得る。
【０１１９】
　サブネットワーク３０７、３１１、３１５に対するサブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ
－ＩＤの割当てはネットワーク管理エンティティ３１９に保存され得る。
【０１２０】
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　図３において上述したように、ネットワーク管理エンティティ３１９は、同時に、訪問
先通信ネットワーク３０３における特定の場所に位置するユニットである必要はない。そ
れはまた、訪問先通信ネットワーク３０３における２以上のプレーン又はスライスを含み
得る。識別エンティティ３０８はサブネットワーク識別子を含み、幾つかの機能部は割当
てが既に存在しているかを照合することができる。この「幾つかの機能部」を「ネットワ
ーク管理部」３１９という。このようなネットワーク管理エンティティ３１９は、訪問先
通信ネットワーク３０３のコントロールプレーンにおいて機能的に割り当て可能であり、
例えば、ＬＴＥネットワークにおけるＭＭＥとなり得る。これに対して、スライスの構成
を適用してそれぞれ構成する機能は、ネットワーク管理システム又はＯＳＳ（動作サポー
トシステム）に位置し得る。したがって、上記ネットワーク管理エンティティ３１９は、
２つのプレーン、すなわち、コントロールプレーン及びネットワーク管理システムプレー
ンにわたることになる。このようなアーキテクチャは、管理エンティティ３１９の設計に
おける高度な自由度に関連付けられる。管理エンティティ３１９のタスクは、ネットワー
クにおいて柔軟に分散され得る。
【０１２１】
　訪問先通信ネットワーク３０３のそれぞれのサブネットワーク３０７、３１１、３１５
が外部サブネットワーク３３７に対応するかの照合は、サブネットワーク３０７、３１１
、３１５へのサブネットワーク識別子ＳｕｂＮＷ－ＩＤの割当てを有する対応テーブルに
基づいて、及び／又はネットワーク管理エンティティ３１９によるサブネットワーク３０
７、３１１、３１５への機能の割当ての機能テーブルに基づいて実行され得る。
【０１２２】
　ＳｕｂＮＷ－ＩＤへのＵＥの割当ては、ホームネットワークからの割当てを用いて行わ
れ得るので、マッピングの一般化された場合を表す。
【０１２３】
　図５に、例として与えられる実施形態による、５Ｇネットワーク５００の例における通
信端末へのサインオン手順の概略図を示す。５Ｇネットワーク５００は、ＵＥ５１１、第
１のネットワークエンティティ５１２又はネットワークエンティティ、第２のネットワー
クエンティティがそれぞれ割り当てられる多数のスライス５０１、５０２、５０３、５０
４及び第３のネットワークエンティティ５１３を備える。ＵＥ（ユーザ機器）は、図３及
び図４において上述した通信端末３０１の一例である。第１のネットワークエンティティ
５１２は、図３において上述した通信ノードに対応し得る。これは、例えば、ｅＮｏｄｅ
Ｂ又は基地局であればよい。スライス５０１、５０２、５０３、５０４は、図３及び図４
において上述したサブネットワーク３０７、３１１、３１５又は図２において上述したネ
ットワークスライス２１０ｂ、２１１ｂ、２１２ｂ若しくはこれらのネットワークスライ
スのインスタンス２１０ａ、２１１ａ、２１２ａに対応し得る。ここでは第１のスライス
５０１がデフォルトのスライスであるものとして例示として説明する。当然に、スライス
５０２、５０３、５０４のいずれか他のものが、デフォルトのスライスとして指定され得
る。第３のネットワークエンティティ５１３は、図３及び図４において上述したネットワ
ークエンティティ３１９に対応し得る。それは、例えば、図１において上述した管理及び
計測レイヤ１０６に割り当てられ得る。第３のネットワークエンティティ５１３はまた、
ＬＴＥ技術用語によるＨＳＳのタスクを同様に実行し得る。それぞれの第２のネットワー
クエンティティは、スライス５０１、５０２、５０３、５０４に割り当てられ、ＬＴＥ技
術用語によるＭＭＥのタスクを実行することもできる。
【０１２４】
　一実施形態において、５Ｇネットワーク５００の構造は、ＬＴＥネットワークの構造に
類似する。ただし、ホームネットワークは複数のサーバサブネットワーク５０１、５０２
、５０３、５０４を有し、これらをスライスという。したがって、ＵＥは、（ＨＳＳに相
当する第３のネットワークエンティティ５１３を介して）ホームネットワークだけでなく
それぞれのスライスにも割り当てられる。第２のネットワークエンティティは、ＬＴＥ技
術用語に従ってＭＭＥと同様にして同時にデフォルトのスライス５０１の部分となること
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ができ、それはその機能に依存する。そして、サブネットワーク５０１、５０２、５０３
、５０４は、ここで図５に示すように、ＬＴＥに従ってＨＳＳと同様にして第３のネット
ワークエンティティ５１３へのそれぞれの接続を有し得る。
【０１２５】
　以下に、５Ｇネットワーク５００へのサインオン手順の例を説明する。
【０１２６】
　ＵＥ５１１は、デフォルトのスライス５０１の第２のネットワークエンティティに第１
のネットワークエンティティ５１２を介して接続する。デフォルトのスライス５０１の第
２のネットワークエンティティは、ＩＭＳＩ又はそれに接続される一時的識別構成に基づ
いてＵＥ５１１を識別し、ネットワークにサインオンするＵＥ５１１の要求を第３のネッ
トワークエンティティ５１３に転送する。
【０１２７】
　まず、第３のネットワークエンティティ５１３が、認証のために、続いて暗号化及びメ
ッセージの整合性の保護などの安全関連手順のために必要なパラメータを生成する。これ
らは、ランダム値ＲＡＮＤ、キーＫＡＳＭＥ、認証照合ＸＲＥＳの期待される結果、及び
認証トークンＡＵＴＮである。これら４個のパラメータは、いわゆる認証ベクトルとして
第３のネットワーク５１３からデフォルトのスライス５０１の第２のネットワークエンテ
ィティに送信され得る。ＲＡＮＤ及びＡＵＴＮは、デフォルトのスライス５０１の第２の
ネットワークエンティティによって第１のネットワークエンティティ５１２を介してＵＥ
５１１に送信される。ＵＥ５１１は、ＵＩＣＣに記憶される秘密鍵から、ネットワークの
ＡＵＴＮ認証性によって照合可能とするＫＡＳＭＥなどの特定のパラメータも導出し、特
定のアルゴリズムを用いてＲＡＮＤ及びＫＡＳＭＥからからＲＥＳの値を算出することが
できる。そして、この値は、第１のネットワークエンティティ５１２を介して、デフォル
トのスライス５０１の第２のネットワークエンティティに送信される。ＲＥＳとＸＲＥＳ
とが同じである場合、デフォルトのスライス５０１の第２のネットワークエンティティは
、ＵＥ５１１の認証が成功して完了したことを通知するようにメッセージを第３のネット
ワークエンティティ５１３に送信する。そして、第３のネットワークエンティティ５１３
は、このＵＥ５１１に対して許可された接続のリスト、例えば、ＰＤＮ（パケットデータ
ネットワーク）、ＱｏＳ（サービス品質）プロファイルを有する加入コンテキストをデフ
ォルトのスライス５０１の第２のネットワークエンティティに送信する。
【０１２８】
　そして、デフォルトのスライス５０１の第２のネットワークエンティティは、ＵＥ５１
１から、例えば、Ｓ－ＧＷを介して、ＰＤＮ－ＧＷへのデフォルトのベアラ（例えば、Ｉ
Ｐ接続）を確立し、ＵＥ５１１にサインオン手順の成功を通知する。ここで、ＵＥ５１１
は、通信ネットワークを介して通信を行うことができる。また、更なるベアラについての
ＰＤＮ－ＧＷ若しくはＵＥ５１１からの接続要求又は既存のベアラの修正が、第３のネッ
トワークエンティティ５１３によって受信されたデータに基づいてデフォルトのスライス
５０１の第２のネットワークエンティティによって認証され得る。
【０１２９】
　全てのサブネットワーク（スライス）５０１、５０２、５０３、５０４は、サブネット
ワーク構造（すなわち、どの機能が利用可能であり、どのネットトポロジが規定されるか
）に関して及び機能に関しての双方で予め定義される。
【０１３０】
　ネットワークエンティティＩＩ（デフォルトのスライス５０１上）及びネットワークエ
ンティティＩＩＩ５１３は、コントロールプレーンに割り当てられる。ネットワークエン
ティティＩ５１２は、コントロールプレーン及びユーザプレーンの両方に割り当てられ、
例えば、ネットワークエンティティＩ５１２及びネットワークエンティティＩＩ（デフォ
ルトのスライス５０１上）の間の信号化はコントロールプレーン（ＣＰ）で起こり得る一
方で、ユーザデータはユーザプレーン（ＵＰ）上でネットワークエンティティＩ５１２と
Ｓ－ＧＷ及びＰＤＮ－ＧＷとの間を通ることができる。サブネットワーク５０１、５０２
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、５０３、５０４は、ネットワークエンティティＩＩＩ５１３において論理的に稼働する
。ネットワークエンティティＩＩについては、幾つかの可能性がある。機能範囲がＬＴＥ
技術用語によるＭＭＥに類似する場合には、図５に示すように、ネットワークエンティテ
ィＩＩはデフォルトのスライス５０１の一部となる。各場合において、以下の２段処理が
ある。
　ａ）ＵＥ５１１がサインオンを試行し、上述したようにネットワークエンティティＩＩ
及びＩＩＩ５１３によって完全に認証され、異なるスライスに割り当てられるか又はデフ
ォルトのスライス５０１に残される。このデフォルトのスライス５０１は、一実施形態で
は標準マルチメディアブロードバンドネットワークとなり得る。
　ｂ）ＵＥ５１１が異なるスライスに割り当てられる場合、ネットワークエンティティＩ
５１２は割り当てられたスライス（及びそこにおけるネットワークエンティティＩＩ）の
方向でサインオン手順を繰り返し、その手順が成功した場合にはＵＥ５１１はデフォルト
のスライス５０１からサインオフする。
【０１３１】
　手順の観点では、これは、例えば、ＬＴＥ技術用語によるトラッキングエリアアップデ
ートに対応し、すなわち、ＵＥ５１１がＭＭＥ／Ｓ－ＧＷの領域から他のＭＭＥ／Ｓ－Ｇ
Ｗに入る場合に実行される手順に対応し得るが、これに対して、ネットワークエンティテ
ィＩ５１２はサブネットワーク識別子に基づいて異なるネットワークエンティティＩＩ（
ネットワークのｅＮｏｄｅＢは１つのＭＭＥにのみ接続される）を選択し得る。
【０１３２】
　実施形態の１つでは、ＵＥ５１１の認証は、ａ）若しくはｂ）又はａ）及びｂ）を行い
得る。これは、上記トラッキングエリアアップデートと同様に構成され得る。
【０１３３】
　実施形態の１つでは、ネットワークエンティティＩＩのみが、ネットワークエンティテ
ィＩＩＩ５１３でスライスを決定するのに必要な機能を有する。このような場合、これは
デフォルトのスライスの一部ではなく、常にステップｂ）が行われる。
【０１３４】
　ネットワークエンティティＩＩＩ５１３は、例えばＩＭＳＩに基づいてＵＥ５１１を識
別し、ＵＥ５１１をそれぞれのスライス、例えばサブネットワークＩ５０１に割り当てる
。スライスの割当ては、ネットワークエンティティＩＩＩに記憶されたデータに基づいて
、及びおそらくはＵＥ５１１のサインオン中にネットワークＩＩに送信されるパラメータ
を用いて行われる。これらは、ハードウェア識別子（ＩＭＥＩなど）、オペレーティング
システム情報又はアプリケーションＩＤとなり得る。
【０１３５】
　代替例において、ＵＥ５１１は、第２のステップｂ）においてそれぞれのサブネットワ
ークの識別子を送信する。これは、ネットワークエンティティＩＩＩからネットワークエ
ンティティＩＩを介して第１のステップａ）中に受信される識別子である。そして、ステ
ップｂ）中に、ＵＥ５１１は、割当てスライスの方向においてサインオン手順を繰り返す
。これは、この代替例では、スライスは、ネットワークエンティティＩ５１２ではなく、
ＵＥ５１１においてともに稼働することを意味する。
【０１３６】
　この代替例において、ＵＥ５１１は、それ自体のＩＤ（例えば、ＩＭＳＩ）ではなく、
各通信を確立する度にスライスＩＤとともにそれ自体のＩＤを解放し得る。これは常にネ
ットワークエンティティＩＩの正しい選択をもたらし、ネットワークエンティティＩ５１
２はＵＥ５１１のいずれのステータスも保存する必要はなく、ＵＥ５１１は複数のスライ
スの一部ともなり得る。これはまた、ネットワークエンティティＩ５１２に変化がある場
合に手順を簡素化する。
【０１３７】
　更なる代替例では、ＵＥ５１１は、開始からのサブネットワーク識別子を転送する。サ
ブネットワークは、例えばＳ－ＧＷ（アナログ）、ＰＤＮ－ＧＷ（アナログ）などを含み
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得る。これらのネットワークは、ＵＥ５１１に対してパラメータ化される。これは、例え
ば、新たなベアラが生成される場合に、必要に応じてネットワークエンティティＩＩを介
して行われる。
【０１３８】
　スライスの割当て及びそこへのサインオンが成功すると、サインオンのための第１の接
点として作用してきたネットワークエンティティＩＩは、もはや信号化フローに結合され
ない（ＵＥ５１１がデフォルトのスライス５０１に残り、ネットワークエンティティＩＩ
がデフォルトのスライス５０１の一部であることを除く）。
【０１３９】
　パラメータ化に続いて、ＵＥ５１１は、例えばインターネットにおいてサブネットワー
クＩ５０１を介して通信することができ、又はＩＭＳに登録して電気通信サービス（電話
など）を使用することができる。
【０１４０】
　サブネットワークＩ～ｎ５０１、５０２、５０３、５０４は、相互に分離される。
【０１４１】
　上記のコンセプトは、外部ネットワークへのサインアップにも同様に当てはまる。ここ
でも同様に、ネットワークエンティティＩＩＩは、サブネットワーク及びパラメータの選
択を引き継ぐ。外部ネットワークにおいて、ネットワークエンティティＩＩは、訪問先ネ
ットワークにおいて（例えば、ルックアップテーブルを介して）ホームネットワークに対
応する外部ネットの予め規定されたサブネットを選択することになる。
【０１４２】
　発明の一態様はまた、デジタルコンピュータの内部メモリに直接読み込まれ得るソフト
ウェア製品を含み、その製品がコンピュータで稼働する場合に図４において説明した手順
４００又は図３及び図５において説明した手順が実行され得るソフトウェアコード部分を
含み得る。ソフトウェア製品は、コンピュータの非一時的媒体に保存され、コンピュータ
に方法４００を実行させ、又は図１～５において説明した通信ネットワークのネットワー
ク構成要素を実行及び制御させるコンピュータ可読プログラムを含み得る。
【０１４３】
　コンピュータは、ＰＣ、例えば、コンピュータネットワークのＰＣとなり得る。コンピ
ュータは、チップ、ＡＳＩＣ、マイクロプロセッサ又は信号プロセッサとして実施可能で
あり、コンピュータネットワークに、例えば図１～５において説明したような通信ネット
ワークに割り当てられ得る。
【０１４４】
　ここに例として記載した種々の実施形態の構成は、特に断りがない限り、相互に組み合
わされてもよいことは自明である。説明及び図面に示すように、接続されているものとし
て説明された具体的な要素は、必ずしも相互に直接接続されていなくてもよく、接続され
た要素間に介在要素が設けられてもよい。またさらに、発明の実施形態は個々の回路、部
分的に集積された回路若しくは完全に集積された回路又はプログラミング手段において実
施されてもよいことは自明である。用語「例として」は、最良又は最適のものではなく、
単に例示として理解されるべきである。本文書は、特定の実施形態を説明及び記載したが
、本発明のコンセプトから逸脱することなく、図示及び説明した実施形態の代わりに多数
の代替及び／又は均等の実施例が使用され得ることは、当業者には明らかである。
【符号の説明】
【０１４５】
１００：５Ｇシステムアーキテクチャ
１０１：アクセスデバイス、通信端末、ＵＥ
１０２：アクセス技術
１０３：アプリケーションレイヤ
１０４：活性化レイヤ
１０５：インフラ及びリソースレイヤ
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１０６：管理及び計測レイヤ
２００：複数のスライスを有する５Ｇ通信ネットワーク
２１０ａ：第１のスライスインスタンス
２１０ｂ：第１のネットワークスライス
２１１ａ：第２のスライスインスタンス
２１１ｂ：第２のネットワークスライス
２１２ａ：第３のスライスインスタンス
２１２ｂ：第３のネットワークスライス
２１３：スライス組成
２２１：抽象化オブジェクト
２２２：仮想ネットワーク機能
２２３：合成オブジェクト
２２４：統合オブジェクト
２２５：オブジェクトライブラリ
２３１：アクセスノード
２３２：アクセスノード
２３３：アクセスノード
２３４：仮想ネットワークノード
２３５：仮想ネットワークノード
２３６：仮想ネットワークノード
２３７：仮想ネットワークノード
２３８：コンピュータノード
２３９：コンピュータノード
２４０：コンピュータノード
２５１：インフラサービス
３００：通信システム
３０１：通信端末、例えば、ＵＥ
３０２：通信端末の識別を有するローミング要求
３０３：訪問先通信ネットワーク
３０７：第１のサブネットワーク
３０９：第１の識別エンティティ
３１１：第２のサブネットワーク
３１３：第２の識別エンティティ
３１５：第ｎのサブネットワーク
３１９：管理エンティティ
３２１：通信端末のＩＤへのサブネットワーク識別子の割当て
３２３：サブネットワーク識別子へのサブネットワークの割当て
３２５：プロセッサ
３２７：通信インターフェース
３３３：外部通信ネットワーク
３３７：外部ネットワークの第１のサブネットワーク
３３９：外部ネットワークの第１の識別エンティティ
３４１：外部ネットワークの第２のサブネットワーク
３４３：外部ネットワークの第２の識別エンティティ
３４５：外部ネットワークの第ｎのサブネットワーク
３４９：外部ネットワークの管理エンティティ
３３８：外部ネットワークのサブネットワーク識別子を有するメッセージ
３４０：外部ネットワークの構成のための構成要求
４００：ローミング接続を確立するための方法
４０１：第１のステップ：受領
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４０２：第２のステップ：識別
４０３：第３のステップ：受領
４０４：第４のステップ：照合
４０５：第５のステップ：送信
５００：５Ｇ通信ネットワーク
５０１：ネットワークエンティティＩＩ又は第２のネットワークエンティティでのデフォ
ルトのスライス
５０２：スライス２
５０３：スライス３
５０４：スライスｎ
５１１：ＵＥ又は通信端末
５１２：第１のネットワークエンティティ又はネットワークエンティティＩ
５１３：第３のネットワークエンティティ又はネットワークエンティティＩＩＩ

【図１】 【図２】



(27) JP 2019-504564 A 2019.2.14

【図３】 【図４】

【図５】
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【国際調査報告】
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【要約の続き】
ットワーク識別子（ＳｕｂＮＷ－ＩＤｘ）によって示される外部サブネットワーク（３３７）に訪問先通信ネットワ
ーク（３０３）のそれぞれのサブネットワーク（３０７、３１１、３１５）が対応するかを、ネットワーク管理エン
ティティ（３１９）又は第１の識別エンティティ（３０９）によって、外部サブネットワーク識別子（ＳｕｂＮＷ－
ＩＤｘ）に基づいて照合するステップ（４０４）、及び訪問先通信ネットワーク（３０３）のそれぞれのサブネット
ワーク（３０７、３１１、３１５）のいずれも外部サブネットワーク（３３７）に対応しない場合に、訪問先通信ネ
ットワーク（３０３）の第１の識別エンティティ（３０９）によって外部サブネットワーク（３３３）の構成につい
ての構成要求（Ｃｆｇ－Ｒｅｑ）を外部通信ネットワーク（３３３）に送信するステップ（４０５、３４０）を含む
。
【選択図】　図３


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

