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(57)【要約】
  本願は、登録方法、セッション確立方法、端末及びAM
Fエンティティに関する。セッション確立方法は、端末
によって、アクセス及びモビリティ管理機能AMFエンテ
ィティに第1のメッセージを送信し、第1のメッセージが
、第1の情報と、第1のネットワークスライス選択情報と
、第2のネットワークスライス選択情報と、を含み、第1
の情報がプロトコルデータユニットPDUセッションの確
立を要求するための情報を含み、第1のネットワークス
ライス選択情報は、AMFエンティティによって、第1のセ
ッション管理制御機能SMFエンティティを選択するため
に使用され、第2のネットワークスライス選択情報は、A
MFエンティティによって、第2のSMFエンティティを選択
するために使用され、端末によって、AMFエンティティ
が送信した第2のメッセージを受信し、第2のメッセージ
が第2の情報を含み、第2の情報がPDUセッション確立受
諾情報を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セッション確立方法であって、前記方法は、
　端末によって、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティに第1のメッセージ
を送信するステップであって、前記第1のメッセージが、第1の情報と、第1のネットワー
クスライス選択情報と、第2のネットワークスライス選択情報と、を含み、前記第1の情報
が、プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報を含み、前記
第1のネットワークスライス選択情報は、前記AMFエンティティによって、第1のセッショ
ン管理制御機能SMFエンティティを選択するために使用され、前記第2のネットワークスラ
イス選択情報は、前記AMFエンティティによって、第2のSMFエンティティを選択するため
に使用される、ステップと、
　前記端末によって、前記AMFエンティティが送信した第2のメッセージを受信するステッ
プであって、前記第2のメッセージが、第2の情報を含み、前記第2の情報が、PDUセッショ
ン確立受諾情報を含む、ステップと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記第1のネットワークスライス選択情報は、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN
内の第1のアプリケーションに対応する単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSA
Iであり、
　前記第2のネットワークスライス選択情報は、ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN
内の前記第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIである、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記第1のメッセージは、指示情報をさらに含み、前記指示情報は、前記第1のネットワ
ークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の単一のネットワ
ークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用される、または前記指示
情報は、前記第1のネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネットワー
クHPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用される、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　セッション確立方法であって、前記方法は、
　端末によって、アクセスおよびモビリティネットワーク管理機能AMFエンティティに第1
のメッセージを送信するステップであって、前記第1のメッセージが、第1の情報と、ネッ
トワークスライス選択情報と、指示情報と、を含み、前記第1の情報が、プロトコルデー
タユニットPDUセッションの確立を要求するための情報を含み、前記ネットワークスライ
ス選択情報が、前記AMFエンティティによって、セッション管理制御機能SMFエンティティ
を選択するために使用され、前記指示情報は、前記ネットワークスライス選択情報が、訪
問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の前記端末の単一のネットワークスライス選択
支援情報S－NSSAIであることを示すために使用される、または前記指示情報は、前記ネッ
トワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN内の前記端末のS
－NSSAIであることを示すために使用される、ステップと、
　前記端末によって、前記AMFエンティティが送信した第2のメッセージを受信するステッ
プであって、前記第2のメッセージが、第2の情報を含み、前記第2の情報が、PDUセッショ
ン確立受諾情報を含む、ステップと、
　を含む、方法。
【請求項５】
　前記方法は、前記ネットワークスライス選択情報が、第1のアプリケーションに対応す
るS－NSSAIであることをさらに含む、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　端末によって、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティに第1のメッセージ
を送信する、前記ステップの前に、前記方法は、
　前記端末によって、前記ネットワークスライス選択情報を判定するステップ
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　をさらに含む、請求項4または5に記載の方法。
【請求項７】
　前記端末によって、前記ネットワークスライス選択情報を判定する、前記ステップは、
　第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIが、前記訪問先公衆陸上移動体ネットワー
クVPLMN内のネットワークスライス選択ポリシーに存在する場合、前記端末によって、前
記ネットワークスライス選択情報として前記S－NSSAIを判定するステップ、または
　前記第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIが、前記ホーム公衆陸上移動体ネット
ワークHPLMN内のネットワークスライス選択ポリシーに存在する場合、前記端末によって
、前記ネットワークスライス選択情報として前記S－NSSAIを判定するステップ
　を含む、請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　登録方法であって、前記方法は、
　端末によって、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティに登録要求メッセ
ージを送信するステップであって、前記登録要求メッセージが、第1のパラメータを含み
、前記第1のパラメータが、ネットワークスライス選択ポリシーを要求するために使用さ
れる、ステップと、
　前記端末によって、前記AMFエンティティによって送信された登録受諾メッセージを受
信するステップであって、前記登録受諾メッセージが、前記ネットワークスライス選択ポ
リシーを含む、ステップと、
　を含む、方法。
【請求項９】
　セッション確立方法であって、前記方法は、
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティによって、端末が送信した第1のメ
ッセージを受信するステップであって、前記第1のメッセージが、第1の情報と、第1のネ
ットワークスライス選択情報と、第2のネットワークスライス選択情報と、を含み、前記
第1の情報が、プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報を含
む、ステップと、
　前記AMFエンティティによって、前記第1のネットワークスライス選択情報に基づいて、
第1のセッション管理制御機能SMFエンティティを判定し、前記第2のネットワークスライ
ス選択情報に基づいて、第2のSMFエンティティを判定する、ステップと、
　前記AMFエンティティによって、第2のメッセージを前記端末に送信するステップであっ
て、前記第2のメッセージが、第2の情報を含み、前記第2の情報が、PDUセッション確立受
諾情報を含む、ステップと、
　を含む、方法。
【請求項１０】
　前記第1のネットワークスライス選択情報は、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN
内の第1のアプリケーションに対応する単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSA
Iであり、
　前記第2のネットワークスライス選択情報は、ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN
内の前記第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIである、請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第1のメッセージは、指示情報をさらに含み、前記指示情報は、前記第1のネットワ
ークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の単一のネットワ
ークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用される、または前記指示
情報は、前記第1のネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネットワー
クHPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用される、請求項9に記載の方法。
【請求項１２】
　セッション確立方法であって、前記方法は、
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティによって、端末が送信した第1のメ
ッセージを受信するステップであって、前記第1のメッセージが、第1の情報と、第1のネ
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ットワークスライス選択情報と、指示情報と、を含み、前記第1の情報が、プロトコルデ
ータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報を含み、前記指示情報は、前記
第1のネットワークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の前
記端末の単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用
される、または前記指示情報は、前記ネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上
移動体ネットワークHPLMN内の前記端末のS－NSSAIであることを示すために使用される、
ステップと、
　前記AMFエンティティによって、前記第1のネットワークスライス選択情報が前記VPLMN
内の前記端末の前記S－NSSAIである、または前記第1のネットワークスライス選択情報が
前記HPLMN内の前記端末の前記S－NSSAIであるという、前記指示情報に基づいて、判定し
、前記第1のネットワークスライス選択情報に基づいて、第1のセッション管理制御機能SM
Fエンティティを選択し、前記第1のネットワークスライス選択情報と、VPLMN S－NSSAIと
HPLMN S－NSSAIとの間の対応関係に関する情報と、に基づいて、第2のネットワークスラ
イス選択情報を判定し、前記第2のネットワークスライス選択情報に基づいて、第2のSMF
エンティティを選択する、ステップと、
　前記AMFエンティティによって、第2のメッセージを前記端末に送信するステップであっ
て、前記第2のメッセージが第2の情報を含む、前記第2の情報がPDUセッション確立受諾情
報を含む、ステップと、
　を含む、方法。
【請求項１３】
　前記方法は、前記第1のネットワークスライス選択情報が、第1のアプリケーションに対
応するS－NSSAIであることを含む、請求項12に記載の方法。
【請求項１４】
　登録方法であって、前記方法は、
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティによって、端末によって送信され
る登録要求メッセージを受信するステップであって、前記登録要求メッセージが第1のパ
ラメータを含み、前記第1のパラメータが、ネットワークスライス選択ポリシーを要求す
るために使用される、ステップと、
　前記AMFによって、前記登録要求メッセージに基づいて、ネットワークスライス選択ポ
リシーを取得するステップと、
　前記AMFによって、登録受諾メッセージを前記端末に送信するステップであって、前記
登録受諾メッセージが、前記ネットワークスライス選択ポリシーを含む、ステップと、
　を含む、方法。
【請求項１５】
　前記AMFエンティティによって、前記登録要求メッセージに基づいて、ネットワークス
ライス選択ポリシーを取得する、前記ステップは、
　前記AMFエンティティによって、ポリシー制御機能PCFエンティティに第1のメッセージ
を送信するステップであって、前記第1のメッセージが前記第1のパラメータを含む、ステ
ップと、
　前記AMFエンティティによって、前記PCFエンティティが送信した第2のメッセージを受
信するステップであって、前記第2のメッセージが前記ネットワークスライス選択ポリシ
ーを含む、ステップと、
　を含む、請求項14に記載の方法。
【請求項１６】
　端末であって、前記端末は、
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティに第1のメッセージを送信し、前記
第1のメッセージが、第1の情報と、第1のネットワークスライス選択情報と、第2のネット
ワークスライス選択情報と、を含み、前記第1の情報が、プロトコルデータユニットPDUセ
ッションの確立を要求するための情報を含み、前記第1のネットワークスライス選択情報
は、前記AMFエンティティによって、第1のセッション管理制御機能SMFエンティティを選
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択するために使用され、前記第2のネットワークスライス選択情報は、前記AMFエンティテ
ィによって、第2のSMFエンティティを選択するために使用される、ように構成された送信
ユニットと、
　前記AMFエンティティが送信した第2のメッセージを受信し、前記第2のメッセージが、
第2の情報を含み、前記第2の情報が、PDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成さ
れた受信ユニットと、
　を備える、端末。
【請求項１７】
　前記第1のネットワークスライス選択情報は、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN
内の第1のアプリケーションに対応する単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSA
Iであり、
　前記第2のネットワークスライス選択情報は、ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN
内の前記第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIである、請求項16に記載の端末。
【請求項１８】
　前記第1のメッセージは、指示情報をさらに含み、前記指示情報は、前記第1のネットワ
ークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の単一のネットワ
ークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用される、または前記指示
情報は、前記第1のネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネットワー
クHPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用される、請求項16に記載の端末。
【請求項１９】
　端末であって、前記端末は、
　アクセスおよびモビリティネットワーク管理機能AMFエンティティに第1のメッセージを
送信し、前記第1のメッセージが、第1の情報と、ネットワークスライス選択情報と、指示
情報と、を含み、前記第1の情報が、プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要
求するための情報を含み、前記ネットワークスライス選択情報が、前記AMFエンティティ
によって、セッション管理制御機能SMFエンティティを選択するために使用され、前記指
示情報は、前記ネットワークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVP
LMN内の前記端末の単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示す
ために使用される、または前記指示情報は、前記ネットワークスライス選択情報が、ホー
ム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN内の前記端末のS－NSSAIであることを示すために使
用される、ように構成された送信ユニットと、
　前記AMFエンティティが送信した第2のメッセージを受信し、前記第2のメッセージが、
第2の情報を含み、前記第2の情報が、PDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成さ
れた受信ユニットと、
　を備える、端末。
【請求項２０】
　前記ネットワークスライス選択情報が、第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIで
ある、請求項19に記載の端末。
【請求項２１】
　前記端末は、前記ネットワークスライス選択情報を判定するように構成された処理ユニ
ットをさらに備える、請求項19または20に記載の端末。
【請求項２２】
　前記処理ユニットが、前記ネットワークスライス選択情報を判定することは、
　第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIが、前記訪問先公衆陸上移動体ネットワー
クVPLMN内のネットワークスライス選択ポリシーに存在する場合、前記端末によって、前
記ネットワークスライス選択情報として前記S－NSSAIを判定すること、または
　前記第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIが、前記ホーム公衆陸上移動体ネット
ワークHPLMN内のネットワークスライス選択ポリシーに存在する場合、前記端末によって
、前記ネットワークスライス選択情報として前記S－NSSAIを判定すること
　を含む、請求項21に記載の端末。
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【請求項２３】
　端末であって、前記端末は、
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティに登録要求メッセージを送信し、
前記登録要求メッセージが、第1のパラメータを含み、前記第1のパラメータが、ネットワ
ークスライス選択ポリシーを要求するために使用される、ように構成された送信ユニット
と、
　前記AMFエンティティによって送信された登録受諾メッセージを受信し、前記登録受諾
メッセージが、前記ネットワークスライス選択ポリシーを含む、ように構成された受信ユ
ニットと、
　を備える、端末。
【請求項２４】
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティであって、前記AMFエンティティは
、
　端末が送信した第1のメッセージを受信し、前記第1のメッセージが、第1の情報と、第1
のネットワークスライス選択情報と、第2のネットワークスライス選択情報と、を含み、
前記第1の情報が、プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報
を含む、ように構成された受信ユニットと、
　前記第1のネットワークスライス選択情報に基づいて、第1のセッション管理制御機能SM
Fエンティティを判定し、前記第2のネットワークスライス選択情報に基づいて、第2のSMF
エンティティを判定する、ように構成された処理ユニットと、
　第2のメッセージを前記端末に送信し、前記第2のメッセージが、第2の情報を含み、前
記第2の情報が、PDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成された送信ユニットと、
　を含む、アクセスおよびモビリティ管理機能エンティティ。
【請求項２５】
　前記第1のネットワークスライス選択情報は、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN
内の第1のアプリケーションに対応する単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSA
Iであり、
　前記第2のネットワークスライス選択情報は、ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN
内の前記第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIである、請求項24に記載のアクセス
およびモビリティ管理機能エンティティ。
【請求項２６】
　前記第1のメッセージは、指示情報をさらに含み、前記指示情報は、前記第1のネットワ
ークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の単一のネットワ
ークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用される、または前記指示
情報は、前記第1のネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネットワー
クHPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用される、請求項24または25に記載のア
クセスおよびモビリティ管理機能エンティティ。
【請求項２７】
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティであって、前記AMFエンティティは
、
　端末が送信した第1のメッセージを受信し、前記第1のメッセージが、第1の情報と、第1
のネットワークスライス選択情報と、指示情報と、を含み、前記第1の情報が、プロトコ
ルデータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報を含み、前記指示情報は、
前記第1のネットワークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内
の前記端末の単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために
使用される、または前記指示情報は、前記ネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆
陸上移動体ネットワークHPLMN内の前記端末のS－NSSAIであることを示すために使用され
る、ように構成された受信ユニットと、
　前記第1のネットワークスライス選択情報が前記VPLMN内の前記端末の前記S－NSSAIであ
る、または前記第1のネットワークスライス選択情報が前記HPLMN内の前記端末の前記S－N
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SSAIであるという、前記指示情報に基づいて、判定し、前記第1のネットワークスライス
選択情報に基づいて、第1のセッション管理制御機能SMFエンティティを選択し、前記第1
のネットワークスライス選択情報と、VPLMN S－NSSAIとHPLMN S－NSSAIとの間の対応関係
に関する情報と、に基づいて、第2のネットワークスライス選択情報を判定し、前記第2の
ネットワークスライス選択情報に基づいて、第2のSMFエンティティを選択する、ように構
成された処理ユニットと、
　第2のメッセージを前記端末に送信し、前記第2のメッセージが第2の情報を含む、前記
第2の情報がPDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成された送信ユニットと、
　を含む、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティ。
【請求項２８】
　前記第1のネットワークスライス選択情報が、第1のアプリケーションに対応するS－NSS
AIである、請求項27に記載のAMFエンティティ。
【請求項２９】
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティであって、前記AMFエンティティは
、
　端末によって送信される登録要求メッセージを受信し、前記登録要求メッセージが第1
のパラメータを含み、前記第1のパラメータが、ネットワークスライス選択ポリシーを要
求するために使用される、ように構成された受信ユニットと、
　前記登録要求メッセージに基づいて、ネットワークスライス選択ポリシーを取得するよ
うに構成された処理ユニットと、
　登録受諾メッセージを前記端末に送信し、前記登録受諾メッセージが、前記ネットワー
クスライス選択ポリシーを含む、ように構成された送信ユニットと、
　を含む、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティ。
【請求項３０】
　前記処理ユニットが、前記登録要求メッセージに基づいて、ネットワークスライス選択
ポリシーを取得することは、
　前記送信ユニットによって、ポリシー制御機能PCFエンティティに第1のメッセージを送
信することであって、前記第1のメッセージが前記第1のパラメータを含む、ことと、
　前記受信ユニットによって、前記PCFエンティティが送信した第2のメッセージを受信す
ることであって、前記第2のメッセージが前記ネットワークスライス選択ポリシーを含む
、ことと、
　を含む、請求項29に記載のAMFエンティティ。
【請求項３１】
　端末であって、前記端末は、
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティに第1のメッセージを送信し、前記
第1のメッセージが、第1の情報と、第1のネットワークスライス選択情報と、第2のネット
ワークスライス選択情報と、を含み、前記第1の情報が、プロトコルデータユニットPDUセ
ッションの確立を要求するための情報を含み、前記第1のネットワークスライス選択情報
は、前記AMFエンティティによって、第1のセッション管理制御機能SMFエンティティを選
択するために使用され、前記第2のネットワークスライス選択情報は、前記AMFエンティテ
ィによって、第2のSMFエンティティを選択するために使用される、ように構成された送信
機と、
　前記AMFエンティティが送信した第2のメッセージを受信し、前記第2のメッセージが、
第2の情報を含み、前記第2の情報が、PDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成さ
れた受信機と、
　を備える、端末。
【請求項３２】
　前記第1のネットワークスライス選択情報は、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN
内の第1のアプリケーションに対応する単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSA
Iであり、
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　前記第2のネットワークスライス選択情報は、ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN
内の前記第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIである、請求項31に記載の端末。
【請求項３３】
　前記第1のメッセージは、指示情報をさらに含み、前記指示情報は、前記第1のネットワ
ークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の単一のネットワ
ークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用される、または前記指示
情報は、前記第1のネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネットワー
クHPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用される、請求項31に記載の端末。
【請求項３４】
　端末であって、前記端末は、
　アクセスおよびモビリティネットワーク管理機能AMFエンティティに第1のメッセージを
送信し、前記第1のメッセージが、第1の情報と、ネットワークスライス選択情報と、指示
情報と、を含み、前記第1の情報が、プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要
求するための情報を含み、前記ネットワークスライス選択情報が、前記AMFエンティティ
によって、セッション管理制御機能SMFエンティティを選択するために使用され、前記指
示情報は、前記ネットワークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVP
LMN内の前記端末の単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示す
ために使用される、または前記指示情報は、前記ネットワークスライス選択情報が、ホー
ム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN内の前記端末のS－NSSAIであることを示すために使
用される、ように構成された送信機と、
　前記AMFエンティティが送信した第2のメッセージを受信し、前記第2のメッセージが、
第2の情報を含み、前記第2の情報が、PDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成さ
れた受信機と、
　を備える、端末。
【請求項３５】
　前記ネットワークスライス選択情報が、第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIで
ある、請求項34に記載の端末。
【請求項３６】
　前記端末は、前記ネットワークスライス選択情報を判定するように構成されたプロセッ
サをさらに備える、請求項34または35に記載の端末。
【請求項３７】
　前記プロセッサが、前記ネットワークスライス選択情報を判定することは、
　第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIが、前記訪問先公衆陸上移動体ネットワー
クVPLMN内のネットワークスライス選択ポリシーに存在する場合、前記端末によって、前
記ネットワークスライス選択情報として前記S－NSSAIを判定すること、または
　前記第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIが、前記ホーム公衆陸上移動体ネット
ワークHPLMN内のネットワークスライス選択ポリシーに存在する場合、前記端末によって
、前記ネットワークスライス選択情報として前記S－NSSAIを判定すること
　を含む、請求項36に記載の端末。
【請求項３８】
　端末であって、前記端末は、
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティに登録要求メッセージを送信し、
前記登録要求メッセージが、第1のパラメータを含み、前記第1のパラメータが、ネットワ
ークスライス選択ポリシーを要求するために使用される、ように構成された送信機と、
　前記AMFエンティティによって送信された登録受諾メッセージを受信し、前記登録受諾
メッセージが、前記ネットワークスライス選択ポリシーを含む、ように構成された受信機
と、
　を備える、端末。
【請求項３９】
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティであって、前記AMFエンティティは
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、
　端末が送信した第1のメッセージを受信し、前記第1のメッセージが、第1の情報と、第1
のネットワークスライス選択情報と、第2のネットワークスライス選択情報と、を含み、
前記第1の情報が、プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報
を含む、ように構成された受信機と、
　前記第1のネットワークスライス選択情報に基づいて、第1のセッション管理制御機能SM
Fエンティティを判定し、前記第2のネットワークスライス選択情報に基づいて、第2のSMF
エンティティを判定する、ように構成されたプロセッサと、
　第2のメッセージを前記端末に送信し、前記第2のメッセージが、第2の情報を含み、前
記第2の情報が、PDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成された送信機と、
　を含む、アクセスおよびモビリティ管理機能エンティティ。
【請求項４０】
　前記第1のネットワークスライス選択情報は、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN
内の第1のアプリケーションに対応する単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSA
Iであり、
　前記第2のネットワークスライス選択情報は、ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN
内の前記第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIである、請求項39に記載のアクセス
およびモビリティ管理機能エンティティ。
【請求項４１】
　前記第1のメッセージは、指示情報をさらに含み、前記指示情報は、前記第1のネットワ
ークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の単一のネットワ
ークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用される、または前記指示
情報は、前記第1のネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネットワー
クHPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用される、請求項39または40に記載のア
クセスおよびモビリティ管理機能エンティティ。
【請求項４２】
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティであって、前記AMFエンティティは
、
　端末が送信した第1のメッセージを受信し、前記第1のメッセージが、第1の情報と、第1
のネットワークスライス選択情報と、指示情報と、を含み、前記第1の情報が、プロトコ
ルデータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報を含み、前記指示情報は、
前記第1のネットワークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内
の前記端末の単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために
使用される、または前記指示情報は、前記ネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆
陸上移動体ネットワークHPLMN内の前記端末のS－NSSAIであることを示すために使用され
る、ように構成された受信機と、
　前記第1のネットワークスライス選択情報が前記VPLMN内の前記端末の前記S－NSSAIであ
る、または前記第1のネットワークスライス選択情報が前記HPLMN内の前記端末の前記S－N
SSAIであるという、前記指示情報に基づいて、判定し、前記第1のネットワークスライス
選択情報に基づいて、第1のセッション管理制御機能SMFエンティティを選択し、前記第1
のネットワークスライス選択情報と、VPLMN S－NSSAIとHPLMN S－NSSAIとの間の対応関係
に関する情報と、に基づいて、第2のネットワークスライス選択情報を判定し、前記第2の
ネットワークスライス選択情報に基づいて、第2のSMFエンティティを選択する、ように構
成されたプロセッサと、
　第2のメッセージを前記端末に送信し、前記第2のメッセージが第2の情報を含む、前記
第2の情報がPDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成された送信機と、
　を含む、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティ。
【請求項４３】
　前記第1のネットワークスライス選択情報が、第1のアプリケーションに対応するS－NSS
AIである、請求項42に記載のAMFエンティティ。
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【請求項４４】
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティであって、前記AMFエンティティは
、
　端末によって送信される登録要求メッセージを受信し、前記登録要求メッセージが第1
のパラメータを含み、前記第1のパラメータが、ネットワークスライス選択ポリシーを要
求するために使用される、ように構成された受信機と、
　前記登録要求メッセージに基づいて、ネットワークスライス選択ポリシーを取得するよ
うに構成されたプロセッサと、
　登録受諾メッセージを前記端末に送信し、前記登録受諾メッセージが、前記ネットワー
クスライス選択ポリシーを含む、ように構成された送信機と、
　を含む、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティ。
【請求項４５】
　前記プロセッサが、前記登録要求メッセージに基づいて、ネットワークスライス選択ポ
リシーを取得することは、
　前記送信機によって、ポリシー制御機能PCFエンティティに第1のメッセージを送信する
ことであって、前記第1のメッセージが前記第1のパラメータを含む、ことと、
　前記受信機によって、前記PCFエンティティが送信した第2のメッセージを受信すること
であって、前記第2のメッセージが前記ネットワークスライス選択ポリシーを含む、こと
と、
　を含む、請求項44に記載のAMFエンティティ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願の実施形態は、通信技術の分野に関し、特に、端末の登録方法、セッション確立
方法、端末、ならびにアクセスおよびモビリティ管理機能（access and mobility manage
ment function、AMF）エンティティに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信技術が発展し、通信ネットワークに対するユーザの要求がますます高まるにつれて
、5G通信ネットワーク技術（または第5世代移動通信技術と呼ばれる）が急速に標準化さ
れつつある。5G通信ネットワーク技術では、ネットワークスライスの論理概念が導入され
ている。オペレータは、端末のネットワークスライス選択ポリシー（network slice sele
ction policy、NSSP）を事前に設定する。端末は、ユーザ機器（user equipment、UE）と
も呼ばれる場合があることに留意されたい。事前設定されたNSSPは1つ以上のルール（rul
e）を含み、各ルールはサードパーティのアプリケーションプログラム（application、Ap
p）を単一のネットワークスライス選択支援情報（single network slice selection assi
stance information、S－NSSAI）に関連付ける。UEがアプリケーションを使用する必要が
ある場合、UEは、NSSP内のルールに基づいて対応するS－NSSAIをマッピングにより取得し
、S－NSSAIに対応するネットワークスライス内にプロトコルデータユニット（protocol d
ata unit、PDU）セッション（session）を確立する。
【０００３】
　しかし、訪問先公衆陸上移動体ネットワーク（Visited Public Land Mobile Network、
VPLMN）内のNSSPがUEのために構成されていない場合があり得る。UEがVPLMNにローミング
するとき、UEはVPLMN内にNSSPを持たず、その結果、PDUセッションが確立されたネットワ
ークスライスを判定することができない。あるいは、次のケースがあり得る、すなわち、
UEがVPLMNにローミングするとき、UEはVPLMN内のNSSPを取得するが、UEがホーム公衆陸上
移動体ネットワーク（home public land mobile network、HPLMN）のアプリケーションを
使用する必要があるとき、UEは、VPLMN内のNSSPから対応するルールを見つけることがで
きず、その結果、UEは、PDUセッションを確立するために使用されるS－NSSAIを判定する
ことができないというケースがあり得る。
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本出願の実施形態は、VPLMNまたは端末が位置するHPLMNにおいてNSSPを取得して、PDU
セッション確立プロセスにおけるVPLMNまたはHPLMN内のS－NSSAIを正確に判定し、PDUセ
ッション確立を完了するような、端末の登録方法、セッション確立方法、端末、およびAM
Fエンティティを提供する。
【０００５】
　第1の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、端末の登録方法を提供し、本登録方
法は、
　端末によって、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティに登録要求メッセ
ージを送信するステップであって、登録要求メッセージが、NSSP要求指示情報などの第1
のパラメータを含み、第1のパラメータが、ネットワークスライス選択ポリシーを要求す
るために使用される、ステップと、
　端末によって、AMFエンティティによって送信された登録受諾メッセージを受信するス
テップであって、登録受諾メッセージが、端末がPDUセッションを確立する後続のプロセ
スにおいて、端末が、現在のVPLMNのNSSPまたは現在のHPLMN内のNSSP内のNSSPに基づいて
、対応するS－NSSAIを正確に判定でき、かつ次のケース、すなわち、端末がPDUセッショ
ンを確立するとき、AMFエンティティが、端末が位置するネットワークに対応するS－NSSA
Iを見つけることができず、PDUセッション確立を完了することができず、その結果、端末
が通信を行うことができないというケースが回避されるように、ネットワークスライス選
択ポリシーを含む、ステップと、
　を含む。
【０００６】
　第2の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、セッション確立方法を提供し、本方
法は、端末によって、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティに第1のメッセ
ージを送信するステップであって、第1のメッセージが、第1の情報と、第1のネットワー
クスライス選択情報と、第2のネットワークスライス選択情報と、を含み、第1の情報が、
プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報を含み、第1のネッ
トワークスライス選択情報は、AMFエンティティによって、第1のセッション管理制御機能
SMFエンティティを選択するために使用され、第2のネットワークスライス選択情報は、AM
Fエンティティによって、第2のSMFエンティティを選択するために使用され、その結果、P
DUセッション確立プロセスにおいて、AMFエンティティがS－NSSAIを正確に判定し、PDUセ
ッション確立を完了する、ステップと、
　端末によって、AMFエンティティが送信した第2のメッセージを受信するステップであっ
て、第2のメッセージが、第2の情報を含み、第2の情報が、PDUセッション確立受諾情報を
含む、ステップと、
　を含み得る。
【０００７】
　一実施態様では、第1のネットワークスライス選択情報は、訪問先公衆陸上移動体ネッ
トワークVPLMN内の第1のアプリケーションに対応する単一のネットワークスライス選択支
援情報S－NSSAIであり、第2のネットワークスライス選択情報は、ホーム公衆陸上移動体
ネットワークHPLMN内の第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIである。
【０００８】
　場合により、別の実装では、第1のメッセージは、指示情報をさらに含み、指示情報は
、第1のネットワークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の
単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用される、
または指示情報は、第1のネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネッ
トワークVPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用される。
【０００９】
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　第3の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、セッション確立方法を提供し、本方
法は、
　端末によって、アクセスおよびモビリティネットワーク管理機能AMFエンティティに第1
のメッセージを送信するステップであって、第1のメッセージが、第1の情報と、ネットワ
ークスライス選択情報と、指示情報と、を含み、第1の情報が、プロトコルデータユニッ
トPDUセッションの確立を要求するための情報を含み、ネットワークスライス選択情報が
、AMFエンティティによって、セッション管理制御機能SMFエンティティを選択するために
使用され、指示情報は、ネットワークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネット
ワークVPLMN内の単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すた
めに使用される、またはネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネット
ワークVPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用され、その結果、PDUセッション確
立プロセスにおいて、AMFエンティティがS－NSSAIを正確に判定し、PDUセッション確立を
完了する、ステップと、
　端末によって、AMFエンティティが送信した第2のメッセージを受信するステップであっ
て、第2のメッセージが、第2の情報を含み、第2の情報が、PDUセッション確立受諾情報を
含む、ステップと、
　を含む。
【００１０】
　可能な実装では、ネットワークスライス選択情報は、第1のアプリケーションに対応す
るS－NSSAIである。
【００１１】
　場合により、別の可能な実装では、ユーザ機器によって、アクセスおよびモビリティ管
理機能AMFエンティティに第1のメッセージを送信するステップの前に、本方法は、端末に
よって、ネットワークスライス選択情報を判定するステップをさらに含むことができる。
【００１２】
　可能な実装では、端末によって、ネットワークスライス選択情報を判定するステップは
、
　第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIが、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPL
MN内のネットワークスライス選択ポリシーに存在する場合、端末によって、ネットワーク
スライス選択情報としてS－NSSAIを判定するステップ、または
　第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIが、ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPL
MN内のネットワークスライス選択ポリシーに存在する場合、端末によって、ネットワーク
スライス選択情報としてS－NSSAIを判定するステップ
　を含む。
【００１３】
　本出願の実施形態では、第2の実施態様で提供されるセッション確立方法および第3の実
施態様で提供されるセッション確立方法は、第1の実施態様で提供される登録方法に基づ
いて実装されてもよい。
【００１４】
　第4の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、登録方法を提供し、本方法は、
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティによって、端末によって送信され
る登録要求メッセージを受信するステップであって、登録要求メッセージが第1のパラメ
ータを含み、第1のパラメータが、ネットワークスライス選択ポリシーを要求するために
使用される、ステップと、
　AMFによって、登録要求メッセージに基づいて、ネットワークスライス選択ポリシーを
取得するステップと、
　AMFによって、登録受諾メッセージを端末に送信するステップであって、登録受諾メッ
セージが、ネットワークスライス選択ポリシーを含む、ステップと、
　を含み得る。
【００１５】
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　本出願の本実施形態で提供される解決策が使用された後、PDUセッション確立プロセス
において、端末は、PDUセッション確立を完了するために、端末が現在位置しているVPLMN
またはHPLMN内のNSSPに基づいて、S－NSSAIを正確に判定できる。
【００１６】
　場合により、可能な実装では、AMFエンティティによって、登録要求メッセージに基づ
いて、ネットワークスライス選択ポリシーを取得するステップは、
　AMFエンティティによって、ポリシー制御機能PCFエンティティに第1のメッセージを送
信するステップであって、第1のメッセージが第1のパラメータを含む、ステップと、
　AMFエンティティによって、PCFエンティティが送信した第2のメッセージを受信するス
テップであって、第2のメッセージがネットワークスライス選択ポリシーを含む、ステッ
プと、
　を含み得る。
【００１７】
　第5の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、セッション確立方法を提供し、本方
法は、
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティによって、端末が送信した第1のメ
ッセージを受信するステップであって、第1のメッセージが、第1の情報と、第1のネット
ワークスライス選択情報と、第2のネットワークスライス選択情報と、を含み、第1の情報
が、プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報を含む、ステ
ップと、
　AMFエンティティによって、第1のネットワークスライス選択情報に基づいて、第1のセ
ッション管理制御機能SMFエンティティを判定し、第2のネットワークスライス選択情報に
基づいて、第2のSMFエンティティを判定する、ステップと、
　AMFエンティティによって、第2のメッセージを端末に送信するステップであって、第2
のメッセージが、第2の情報を含み、第2の情報が、PDUセッション確立受諾情報を含む、
ステップと、
　を含む。
【００１８】
　本出願の本実施形態で提供される解決策が使用された後、AMFエンティティは、PDUセッ
ション確立を完了するために、端末によって送信され、第1のネットワークスライス選択
情報および第2のネットワークスライス選択情報を含むメッセージに基づいて、対応するS
－NSSAIを正確に判定できる。
【００１９】
　場合により、可能な実装では、第1のネットワークスライス選択情報は、訪問先公衆陸
上移動体ネットワークVPLMN内の第1のアプリケーションに対応する単一のネットワークス
ライス選択支援情報S－NSSAIであり、
　第2のネットワークスライス選択情報は、ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN内の
第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIである。
【００２０】
　場合により、別の可能な実装では、第1のメッセージは、指示情報をさらに含み、指示
情報は、第1のネットワークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPL
MN内の単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用さ
れる、または指示情報は、第1のネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動
体ネットワークHPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用される。
【００２１】
　第6の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、セッション確立方法を提供し、本方
法は、
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティによって、端末が送信した第1のメ
ッセージを受信するステップであって、第1のメッセージが、第1の情報と、第1のネット
ワークスライス選択情報と、指示情報と、を含み、第1の情報が、プロトコルデータユニ
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ットPDUセッションの確立を要求するための情報を含み、指示情報は、ネットワークスラ
イス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の単一のネットワークスラ
イス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用される、またはネットワークスラ
イス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内のS－NSSAIであることを示
すために使用される、ステップと、
　AMFエンティティによって、第1のネットワークスライス選択情報がVPLMN内の単一のネ
ットワークスライス選択支援情報S－NSSAIである、または第1のネットワークスライス選
択情報がHPLMN内のS－NSSAIであるという、指示情報に基づいて、判定し、第1のネットワ
ークスライス選択情報に基づいて、第1のセッション管理制御機能SMFエンティティを選択
し、第1のネットワークスライス選択情報と、VPLMN S－NSSAIとHPLMN S－NSSAIとの間の
対応関係に関する情報と、に基づいて、第2のネットワークスライス選択情報を判定し、
第2のネットワークスライス選択情報に基づいて、第2のSMFエンティティを選択する、ス
テップと、
　AMFエンティティによって、第2のメッセージを端末に送信するステップであって、第2
のメッセージが第2の情報を含む、第2の情報がPDUセッション確立受諾情報を含む、ステ
ップと、
　を含む。
【００２２】
　本出願の本実施形態で提供される解決策が使用された後、AMFエンティティは、PDUセッ
ション確立を完了するために、第1のネットワークスライス選択情報および指示情報に基
づいて、使用するS－NSSAIを正確に判定できる。
【００２３】
　場合により、可能な実装では、第1のネットワークスライス選択情報は、第1のアプリケ
ーションに対応するS－NSSAIである。
【００２４】
　本出願の実施形態では、第5の実施態様で提供されるセッション確立方法および第6の実
施態様で提供されるセッション確立方法は、第4の実施態様で提供される登録方法に基づ
いて実装されてもよい。
【００２５】
　第7の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、端末を提供し、端末は、第1の実施態
様における方法／ステップを完了するように構成された送信ユニットおよび受信ユニット
を備える。加えて、端末は、処理ユニットおよび記憶ユニットをさらに備え、処理ユニッ
トは関連データを処理するように構成され、記憶ユニットは関連命令および関連データを
記憶するように構成される。
【００２６】
　第8の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、端末を提供し、端末は、第2の実施態
様または第2の実施態様の可能な実装のいずれか1つにおける方法／ステップを完了するよ
うに構成された送信ユニットおよび受信ユニットを備える。加えて、端末は、処理ユニッ
トおよび記憶ユニットをさらに備え、処理ユニットは関連データを処理するように構成さ
れ、記憶ユニットは関連命令および関連データを記憶するように構成される。
【００２７】
　第9の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、端末を提供し、端末は、第3の実施態
様または第3の実施態様の可能な実装のいずれか1つにおける方法／ステップを完了するよ
うに構成された送信ユニット、受信ユニット、および処理ユニットを備える。加えて、端
末は、記憶ユニットをさらに備え、記憶ユニットは関連命令および関連データを記憶する
ように構成される。
【００２８】
　第10の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、アクセスおよびモビリティ管理機能
エンティティを提供し、アクセスおよびモビリティ管理機能エンティティは、第4の実施
態様または第4の実施態様の可能な実装のいずれか1つにおける方法／ステップを完了する
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ように構成された受信ユニット、処理ユニット、および送信ユニットを備える。加えて、
アクセスおよびモビリティ管理機能エンティティは、記憶ユニットをさらに備え、記憶ユ
ニットは関連命令および関連データを記憶するように構成される。
【００２９】
　第11の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、アクセスおよびモビリティ管理機能
エンティティを提供し、アクセスおよびモビリティ管理機能エンティティは、第5の実施
態様または第5の実施態様の可能な実装のいずれか1つにおける方法／ステップを完了する
ように構成された受信ユニット、処理ユニット、および送信ユニットを備える。加えて、
アクセスおよびモビリティ管理機能エンティティは、記憶ユニットをさらに備え、記憶ユ
ニットは関連命令および関連データを記憶するように構成される。
【００３０】
　第12の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、アクセスおよびモビリティ管理機能
エンティティを提供し、アクセスおよびモビリティ管理機能エンティティは、第6の実施
態様または第6の実施態様の可能な実装のいずれか1つにおける方法／ステップを完了する
ように構成された受信ユニット、処理ユニット、および送信ユニットを備える。加えて、
アクセスおよびモビリティ管理機能エンティティは、記憶ユニットをさらに備え、記憶ユ
ニットは関連命令および関連データを記憶するように構成される。
【００３１】
　第13の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、端末を提供し、本端末は、
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティに登録要求メッセージを送信し、
登録要求メッセージが、第1のパラメータを含み、第1のパラメータが、ネットワークスラ
イス選択ポリシーを要求するために使用される、ように構成された送信機と、
　AMFエンティティによって送信された登録受諾メッセージを受信し、登録受諾メッセー
ジが、端末がPDUセッションを確立する後続のプロセスにおいて、端末が、現在のVPLMNま
たはHPLMN内のNSSP内のNSSPに基づいて、対応するS－NSSAIを正確に判定でき、かつ次の
ケース、すなわち、端末がPDUセッションを確立するとき、AMFエンティティが、端末が位
置するネットワークに対応するS－NSSAIを見つけることができず、PDUセッション確立を
完了することができず、その結果、端末が通信を行うことができないというケースが回避
されるように、ネットワークスライス選択ポリシーを含む、ように構成された受信機と、
　を備える。
【００３２】
　第14の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、端末を提供し、本端末は、
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティに第1のメッセージを送信し、第1
のメッセージが、第1の情報と、第1のネットワークスライス選択情報と、第2のネットワ
ークスライス選択情報と、を含み、第1の情報が、プロトコルデータユニットPDUセッショ
ンの確立を要求するための情報を含み、第1のネットワークスライス選択情報は、AMFエン
ティティによって、第1のセッション管理制御機能SMFエンティティを選択するために使用
され、第2のネットワークスライス選択情報は、AMFエンティティによって、第2のSMFエン
ティティを選択するために使用される、ように構成された送信機と、
　AMFエンティティが送信した第2のメッセージを受信し、第2のメッセージが、第2の情報
を含み、第2の情報が、PDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成された受信機と、
　を備える。
【００３３】
　本出願の本実施形態で提供される端末が使用された後、PDUセッション確立プロセスに
おいて、AMFエンティティは、PDUセッション確立を完了するために、S－NSSAIを正確に判
定できる。次のケース、すなわち、端末がPDUセッションを確立するとき、AMFエンティテ
ィが、端末が位置するネットワークに対応するS－NSSAIを見つけることができず、PDUセ
ッション確立を完了することができず、その結果、端末が通信を行うことができないとい
うケースが回避される。
【００３４】
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　場合により、可能な実装では、第1のネットワークスライス選択情報は、訪問先公衆陸
上移動体ネットワークVPLMN内の第1のアプリケーションに対応する単一のネットワークス
ライス選択支援情報S－NSSAIであり、第2のネットワークスライス選択情報は、ホーム公
衆陸上移動体ネットワークHPLMN内の第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIである。
【００３５】
　場合により、別の可能な実装では、第1のメッセージは、指示情報をさらに含み、指示
情報は、第1のネットワークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPL
MN内の単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用さ
れる、または指示情報は、第1のネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動
体ネットワークHPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用される。
【００３６】
　第15の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、端末を提供し、本端末は、
　アクセスおよびモビリティネットワーク管理機能AMFエンティティに第1のメッセージを
送信し、第1のメッセージが、第1の情報と、ネットワークスライス選択情報と、指示情報
と、を含み、第1の情報が、プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要求するた
めの情報を含み、ネットワークスライス選択情報が、AMFエンティティによって、セッシ
ョン管理制御機能SMFエンティティを選択するために使用され、指示情報は、ネットワー
クスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の単一のネットワー
クスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用される、またはネットワー
クスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内のS－NSSAIであるこ
とを示すために使用される、ように構成された送信機と、
　AMFエンティティが送信した第2のメッセージを受信し、第2のメッセージが、第2の情報
を含み、第2の情報が、PDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成された受信機と、
　を備え得る。
【００３７】
　本出願の本実施形態で提供される端末が使用された後、PDUセッション確立プロセスに
おいて、AMFエンティティは、PDUセッション確立を完了するために、S－NSSAIを正確に判
定できる。次のケース、すなわち、端末がPDUセッションを確立するとき、AMFエンティテ
ィが、端末が位置するネットワークに対応するS－NSSAIを見つけることができず、PDUセ
ッション確立を完了することができず、その結果、端末が通信を行うことができないとい
うケースが回避される。
【００３８】
　場合により、可能な実装では、ネットワークスライス選択情報は、第1のアプリケーシ
ョンに対応するS－NSSAIである。
【００３９】
　場合により、別の可能な実装では、端末は、ネットワークスライス選択情報を判定する
ように構成されたプロセッサをさらに備える。
【００４０】
　場合により、可能な実装では、プロセッサがネットワークスライス選択情報を判定する
ことは、
　第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIが、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPL
MN内のネットワークスライス選択ポリシーに存在する場合、端末によって、ネットワーク
スライス選択情報としてS－NSSAIを判定すること、または
　第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIが、ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPL
MN内のネットワークスライス選択ポリシーに存在する場合、端末によって、ネットワーク
スライス選択情報としてS－NSSAIを判定すること
　を含む。
【００４１】
　第16の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、アクセスおよびモビリティ管理機能
AMFエンティティを提供し、本AMFエンティティは、
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　端末によって送信される登録要求メッセージを受信し、登録要求メッセージが第1のパ
ラメータを含み、第1のパラメータが、ネットワークスライス選択ポリシーを要求するた
めに使用される、ように構成された受信機と、
　登録要求メッセージに基づいて、ネットワークスライス選択ポリシーを取得するように
構成されたプロセッサと、
　登録受諾メッセージを端末に送信し、登録受諾メッセージが、ネットワークスライス選
択ポリシーを含む、ように構成された送信機と、
　を備える。
【００４２】
　端末が位置するネットワーク内のネットワークスライス選択ポリシーが、端末によって
AMFエンティティに送信された第1のパラメータを使用することによって取得され、その結
果、PDUセッションがその後確立されるとき、対応するS－NSSAIが、ネットワークスライ
ス選択ポリシーに基づいて正確に判定され、次のケース、すなわち、端末がPDUセッショ
ンを確立するとき、AMFエンティティが、端末が位置するネットワークに対応するS－NSSA
Iを見つけることができず、PDUセッション確立を完了することができず、その結果、端末
が通信を行うことができないというケースが回避される。
【００４３】
　場合により、可能な実装では、プロセッサが、登録要求メッセージに基づいて、ネット
ワークスライス選択ポリシーを取得することは、
　送信機によって、ポリシー制御機能PCFエンティティに第1のメッセージを送信すること
であって、第1のメッセージが第1のパラメータを含む、ことと、
　受信機によって、PCFエンティティが送信した第2のメッセージを受信することであって
、第2のメッセージがネットワークスライス選択ポリシーを含む、ことと、
　を含み得る。
【００４４】
　第17の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、アクセスおよびモビリティ管理機能
AMFエンティティを提供し、本AMFエンティティは、
　端末が送信した第1のメッセージを受信し、第1のメッセージが、第1の情報と、第1のネ
ットワークスライス選択情報と、第2のネットワークスライス選択情報と、を含み、第1の
情報が、プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報を含む、
ように構成された受信機と、
　第1のネットワークスライス選択情報に基づいて、第1のセッション管理制御機能SMFエ
ンティティを判定し、第2のネットワークスライス選択情報に基づいて、第2のSMFエンテ
ィティを判定する、ように構成されたプロセッサと、
　第2のメッセージを端末に送信し、第2のメッセージが、第2の情報を含み、第2の情報が
、PDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成された送信機と、
　を備える。
【００４５】
　従って、その後端末がPDUセッションを確立するプロセスでは、端末は、対応するS－NS
SAIが、現在のVPLMNまたはHPLMN内のNSSPに基づいて正確に判定でき、次のケース、すな
わち、端末がPDUセッションを確立するとき、AMFエンティティが、端末が位置するネット
ワークに対応するS－NSSAIを見つけることができず、PDUセッション確立を完了すること
ができず、その結果、端末が通信を行うことができないというケースが回避される。
【００４６】
　場合により、可能な実装では、第1のネットワークスライス選択情報は、訪問先公衆陸
上移動体ネットワークVPLMN内の第1のアプリケーションに対応する単一のネットワークス
ライス選択支援情報S－NSSAIであり、
　第2のネットワークスライス選択情報は、ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN内の
第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIである。
【００４７】
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　別の可能な実装では、第1のメッセージは、指示情報をさらに含み、指示情報は、第1の
ネットワークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の単一の
ネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用される、または
指示情報は、第1のネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネットワー
クHPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用される。
【００４８】
　第18の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、アクセスおよびモビリティ管理機能
AMFエンティティを提供し、本AMFエンティティは、
　端末が送信した第1のメッセージを受信し、第1のメッセージが、第1の情報と、第1のネ
ットワークスライス選択情報と、指示情報と、を含み、第1の情報が、プロトコルデータ
ユニットPDUセッションの確立を要求するための情報を含み、指示情報は、ネットワーク
スライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の単一のネットワーク
スライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用される、またはネットワーク
スライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内のS－NSSAIであること
を示すために使用される、ように構成された受信機と、
　第1のネットワークスライス選択情報がVPLMN内の単一のネットワークスライス選択支援
情報S－NSSAIである、または第1のネットワークスライス選択情報がHPLMN内のS－NSSAIで
あるという、指示情報に基づいて、判定し、第1のネットワークスライス選択情報に基づ
いて、第1のセッション管理制御機能SMFエンティティを選択し、第1のネットワークスラ
イス選択情報と、VPLMN S－NSSAIとHPLMN S－NSSAIとの間の対応関係に関する情報と、に
基づいて、第2のネットワークスライス選択情報を判定し、第2のネットワークスライス選
択情報に基づいて、第2のSMFエンティティを選択する、ように構成されたプロセッサと、
　第2のメッセージを端末に送信し、第2のメッセージが第2の情報を含む、第2の情報がPD
Uセッション確立受諾情報を含む、ように構成された送信機と、
　を備える。
【００４９】
　本出願の本実施形態で提供される解決策が使用された後、AMFエンティティは、PDUセッ
ション確立を完了するために、第1のネットワークスライス選択情報および指示情報に基
づいて、使用するS－NSSAIを正確に判定できる。
【００５０】
　可能な実装では、第1のネットワークスライス選択情報は、第1のアプリケーションに対
応するS－NSSAIである。
【００５１】
　第19の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、命令を含むコンピュータプログラム
製品を提供し、命令がコンピュータ上で実行されるとき、第1から第6の実施態様またはこ
れらの可能な実装のいずれか1つの方法／ステップ、が実行される。
【００５２】
　第20の実施態様によれば、本出願の一実施形態は、命令を記憶するように構成されたコ
ンピュータ可読記憶媒体を提供し、命令がコンピュータ上で実行されるとき、第1から第6
の実施態様またはこれらの可能な実装のいずれか1つの方法／ステップ、が実行される。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本出願の一実施形態による、3GPPが複数のネットワークスライスをサポートする
ネットワークアーキテクチャの概略図である。
【図２】本出願の一実施形態による、5G通信ネットワークにおけるコアネットワークの概
略構成図である。
【図３】本出願の一実施形態による、ローカルブレークアウトシナリオのネットワークア
ーキテクチャの概略図である。
【図４】本出願の一実施形態による、ホーム網へのルーティングシナリオのネットワーク
アーキテクチャの概略図である。
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【図５】本出願の一実施形態による、ユーザ機器が登録を実行するフローチャートである
。
【図６Ａ】本出願の一実施形態による、セッション確立方法のフローチャートである。
【図６Ｂ】本出願の一実施形態による、セッション確立方法のフローチャートである。
【図７Ａ】本出願の一実施形態による、別のセッション確立方法のフローチャートである
。
【図７Ｂ】本出願の一実施形態による、別のセッション確立方法のフローチャートである
。
【図８Ａ】本出願の一実施形態による、さらに別のセッション確立方法のフローチャート
である。
【図８Ｂ】本出願の一実施形態による、さらに別のセッション確立方法のフローチャート
である。
【図９】本出願の一実施形態による、端末の概略構成図である。
【図１０】本出願の一実施形態による、別の端末の概略構成図である。
【図１１】本出願の一実施形態による、さらに別の端末の概略構成図である。
【図１２】本出願の一実施形態による、アクセスおよびモビリティ管理機能エンティティ
の概略構成図である。
【図１３】本出願の一実施形態による、別のアクセスおよびモビリティ管理機能エンティ
ティの概略構成図である。
【図１４】本出願の一実施形態による、さらに別のアクセスおよびモビリティ管理機能エ
ンティティの概略構成図である。
【図１５】本出願の一実施形態による、端末の概略的な構成図である。
【図１６】本出願の一実施形態による、別の端末の概略構成図である。
【図１７】本出願の一実施形態による、さらに別の端末の概略構成図である。
【図１８】本出願の一実施形態による、アクセスおよびモビリティ管理機能エンティティ
の概略構成図である。
【図１９】本出願の一実施形態による、別のアクセスおよびモビリティ管理機能エンティ
ティの概略構成図である。
【図２０】本出願の一実施形態による、さらに別のアクセスおよびモビリティ管理機能エ
ンティティの概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　以下、本出願の実施形態を、本出願の実施形態における添付の図面を参照して説明する
。
【００５５】
　本出願の実施形態は、5G通信ネットワークに適用される、登録方法、セッション確立方
法、端末、およびAMFエンティティを提供する。5G通信ネットワークのコアネットワーク
には、ネットワークスライスの論理概念とネットワークスライスの構成が導入されている
。
【００５６】
　ネットワークスライスは、特定の通信サービス要件をサポートする論理ネットワーク機
能エンティティのセットであり、ソフトウェア定義ネットワーク（software－defined ne
twork、SND）技術およびネットワーク機能仮想化（network functions virtualization、
NFV）技術を使用して、通信サービスのカスタマイズ可能なサービスを主に実装する。本
明細書で言及される論理ネットワーク機能エンティティは、以下に述べる、AMFエンティ
ティ、SMFエンティティ、およびUPFエンティティを含むことができる。詳細については、
図2の説明を参照されたい。
【００５７】
　NFV技術は、下層物理リソースの仮想リソースへのマッピング、仮想マシンの構築、お
よびネットワーク機能（network function、NF）のロードを実装することができる。SDN
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技術は、仮想マシン間の論理接続と、ベアラシグナリングおよびデータフローのためのチ
ャネルの構築を実装することができる。最後に、ネットワークスライスは、カスタマイズ
可能なネットワークサービスを実装するために、無線アクセスネットワーク（radio acce
ss network、RAN）とコアネットワーク（core network、CN）内のネットワーク機能エン
ティティ間の動的接続を実装し、エンドツーエンドのサービスチェーンを構成し、柔軟な
ネットワーキングを実装する。運用者は、容量、カバレッジ、スピード、およびレイテン
シなどの重要業績評価指（key performance indicator、KPI）上の各特定の通信サービス
の要件に基づいてネットワークスライスを決定することができ、ネットワークスライスは
、ユーザに必要な電気通信サービスおよびネットワーク機能サービスを提供し、特定の市
場シナリオおよび要件を満たすために、ネットワーク機能エンティティのセットを含む。
【００５８】
　図1に示すように、図1は、第3世代パートナーシッププロジェクト（the third generat
ion partnership project、3GPP）が複数のネットワークスライスをサポートするネット
ワークアーキテクチャの概略図である。3GPPは、5Gネットワークスライスを次の3つの主
要なタイプに分類する：拡張モバイルブロードバンド（enhanced mobile broadband、eMB
B）サービスタイプのネットワークスライス、大規模なモノのインターネット（massive i
nternet of things、mIoT）サービスタイプのネットワークスライス、高信頼性・超低遅
延通信（ultra－reliable and low latency communications、URLLC）サービスタイプの
ネットワークスライス、マルチメディアデバイスなど。mIoTタイプのネットワークスライ
スは、主に、モノのインターネットにおける端末のためであり、端末は、大規模、低移動
性、および比較的低速の要件を有する。URLLCタイプのネットワークスライスは、主に、
車のインターネットの端末のためであり、端末は、遅延および信頼性に関する比較的高い
要求を有する。例えば、携帯電話は、高速ダウンロードおよび4K高精細ビデオ視聴のため
にeMBBタイプのネットワークスライスにアクセスすることができ、センサデバイスは、小
さなデータ伝送およびシステム構成更新のためにmMTCタイプのネットワークスライスにア
クセスすることができる。
【００５９】
　ユーザ体験を改善するために1つの端末が複数の通信サービスをサポートできるように
するため、1つの端末が1つ以上のネットワークスライスにアクセスすることが許可され、
本出願の実施形態における技術的解決策は、1つの端末が1つ以上のネットワークスライス
にアクセスするシナリオに適用できる。
【００６０】
　具体的には、各ネットワークスライスは、特定の端末に対して特定のサービスを提供す
る。本出願の実施形態における端末（terminal）は、ユーザ機器（user equipment、UE）
とも呼ばれ、ユーザのために音声および／またはデータ接続性を提供する装置、無線接続
機能を有する携帯機器、あるいは無線モデムに接続された他の処理装置とすることができ
る。無線端末は、RANを使用することによって1つ以上のコアネットワークと通信すること
ができる。無線端末は、携帯電話（「セルラー」電話と呼ばれることもある）などのモバ
イル端末およびモバイル端末装置を内蔵したコンピュータであってよい。例えば、無線端
末はまた、無線アクセスネットワークで音声および／またはデータを交換する、携帯型、
ポケットサイズ、手持ち型、コンピュータ内蔵型、または車載移動体装置であってもよい
。例えば、無線端末は、パーソナル通信サービス（personal communication service、PC
S）電話、コードレス電話機、セッション開始プロトコル（session initiated protocol
、SIP）電話、無線ローカルループ（wireless local loop、WLL）局、または携帯情報端
末（personal digital assistant、PDA）などの装置であってよい。無線端末はまた、シ
ステム、加入者ユニット（subscriber unit）、加入者局（subscriber station）、移動
局（mobile station）、移動局（mobile）、リモートステーション（remote station）、
アクセスポイント（access point）、リモート端末（remote terminal）、アクセス端末
（access terminal）、ユーザ端末（user terminal）、ユーザエージェント（user agent
）、ユーザ装置（user device）、またはユーザ機器（user equipment）と呼ばれること
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もある。このことは、本出願の実施形態において限定されるものではない。本発明の実施
形態におけるUEは、サービスタイプに基づいて、例えば携帯電話やマルチメディア機器な
ど、速度とモビリティの要件が比較的高い上述の端末装置であってもよいし、モノのイン
ターネットの端末であってもよいし、車のインターネットの端末であってもよい。
【００６１】
　ネットワークスライスは、ネットワーク展開中にネットワークスライスインスタンス（
network slice instance、NSI）として実装される。1つのネットワークスライスは、複数
のネットワークスライスインスタンスとして実装されてもよい。
【００６２】
　1つのUEが複数のNSIを使用でき、NSIはRAN装置およびAMFエンティティを共有すること
ができるが、セッション管理機能（session management control function、SMF）エンテ
ィティおよびユーザプレーン機能（user plane function、UPF）エンティティは、NSI固
有のネットワーク要素である。図2に示すように、図2は、本出願の一実施形態による、5G
通信ネットワークにおけるコアネットワークの概略構成図である。
【００６３】
　本出願の実施形態では、AMFエンティティ、SMFエンティティ、およびUPFエンティティ
は、コアネットワーク内の1つ以上のサーバであってもよい。
【００６４】
　AMFエンティティは、UEに対するモビリティ管理、登録管理、および接続管理、合法的
傍受、UEとSMFエンティティとの間のセッション管理（session management、SM）情報の
送信、アクセス認証、およびアクセス許可などの機能を有する。
【００６５】
　SMFエンティティには、セッション管理やローミングなどの機能がある。セッション管
理機能は、例えば、セッション確立、変更、および解放であり、UPFとアクセスネットワ
ーク（access network、AN）ノード（node）との間のトンネルの維持を含む。ローミング
機能は、課金データ収集、および外部（external）データネットワーク（data network、
DN）との認証／認可のためのシグナリングの送信を含むことができる。
【００６６】
　UPFエンティティは、パケットルーティングおよび合法的傍受などの機能を有する。
【００６７】
　図2では、1つのUEが2つのネットワークスライスインスタンスNSI1およびNSI2を使用す
ることができる。NSI1とNSI2とはRAN装置およびAMFエンティティを共有する。SMF1エンテ
ィティおよびUPF1エンティティは、NSI1に固有のネットワーク要素であり、SMF2エンティ
ティおよびUPF2エンティティは、NSI2に固有のネットワーク要素である。UPF1エンティテ
ィおよびUPF2エンティティは、対応するデータネットワーク（data network）1およびデ
ータネットワーク2にそれぞれ接続される。
【００６８】
　UEは、Uuインターフェースを使用してRANに接続される。RANとUPF1エンティティと間の
データと、RANとUPF2エンティティと間のデータは、N3インターフェースを使用して送信
される。RAN装置とAMFエンティティとの間のシグナリングおよびデータは、N2インターフ
ェースを使用して送信される。AMFエンティティとSMF1エンティティとの間のシグナリン
グおよびデータ、ならびにAMFエンティティとSMF2エンティティとの間のシグナリングお
よびデータは、N11インターフェースを使用して送信される。SMF1エンティティとUPF1エ
ンティティとの間のシグナリングおよびデータ、ならびにSMF1エンティティとUPF1エンテ
ィティとの間のシグナリングおよびデータは、N4を使用して送信される。Uuインターフェ
ース、N2インターフェース、N3インターフェース、N11インターフェース、およびN4イン
ターフェースは、既に規格で定義されていることに留意されたい。
【００６９】
　UEがネットワーク判定およびUE加入に基づいて訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLM
Nにローミングする場合、ローミングシナリオは、ホーム網へのルーティング（home rout
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ed）およびローカルブレークアウト（local breakout）の2種類に分類される。2つのシナ
リオのネットワークアーキテクチャを図3および図4に示す。
【００７０】
　図3は、本出願の一実施形態による、ローカルブレークアウトシナリオのネットワーク
アーキテクチャの概略図である。図4は、本出願の一実施形態による、ホーム網へのルー
ティングシナリオのネットワークアーキテクチャの概略図である。
【００７１】
　UEがPDUセッション確立要求を開始すると、AMFエンティティは、UEによって報告された
S－NSSAIに基づいてネットワークスライスNSIをまず選択し、次いで、ネットワークスラ
イスNSIに対応する固有のネットワーク要素、すなわちSMFエンティティおよびUPFエンテ
ィティを選択する。
【００７２】
　図3に示すように、ネットワークアーキテクチャは、ローカルブレークアウトシナリオ
のネットワークアーキテクチャである。ローカルブレークアウトシナリオでは、UEはVPLM
Nにローミングし、PDUセッション確立要求を開始する。V－AMFエンティティと呼ばれる、
VPLMN内のAMFエンティティは、UEによって報告されたS－NSSAIに基づいて、VPLMN内のネ
ットワークスライスV－NSI1をまず選択し、次いで、V－NSI1に対応する固有のネットワー
ク要素、すなわちV－SMFエンティティおよびV－UPFエンティティを選択する。このプロセ
スは、ローミングしていない場合と同様である。V－SMFエンティティは、UEが位置するVP
LMN内のSMFエンティティであり、V－UPFエンティティは、UEが位置するVPLMN内のUPFエン
ティティである。
【００７３】
　図4に示すように、ネットワークアーキテクチャは、ホーム網へのルーティングシナリ
オのネットワークアーキテクチャである。ホーム網へのルーティングシナリオでは、UEは
VPLMNにローミングし、UEはV－NSI1を使用する。V－NSI1は、V－RAN装置、V－AMFエンテ
ィティ、ならびに固有のネットワーク要素、すなわち、V－SMF1エンティティおよびV－UP
F1エンティティを含む。UEはホームネットワークでH－NSI2を使用し、H－NSI2に固有のネ
ットワーク要素はH－SMF2エンティティおよびH－UPF2エンティティである。
【００７４】
　UEがPDUセッション確立要求を開始すると、V－AMFはVPLMN内のS－NSSAIに基づいてV－S
MFエンティティを選択し、HPLMN内のS－NSSAIに基づいてH－SMFエンティティを選択する
。V－SMFエンティティおよびH－SMFエンティティは、V－UPFエンティティおよびH－UPFエ
ンティティをそれぞれ選択する。アップリンクデータ送信は、UE→RAN装置→V－UPFエン
ティティ→H－UPFエンティティであり、ダウンリンクデータ送信は、アップリンクデータ
送信とは反対である。
【００７５】
　以下、添付の図面を参照して、本出願の実施形態で提供されるセッション確立方法を説
明する。以下に述べるAMFエンティティは、特に明記しない限り、VPLMN内のV－AMFエンテ
ィティであることに留意されたい。
【００７６】
　UEがホームネットワークからVPLMNへローミングするとき、UEは、まず、ネットワーク
登録を実行する必要がある。特定のネットワーク登録プロセスが図5に示されており、プ
ロセスは以下のステップを含むことができる。
【００７７】
　S110．UEは、登録要求（registration request）メッセージをAMFエンティティに送信
する。
【００７８】
　登録要求メッセージは、第1のパラメータを含み、第1のパラメータは、ネットワークス
ライス選択ポリシーを要求するために使用される。本出願の本実施形態では、第1のパラ
メータは、NSSP要求指示（need NSSP indication）情報とすることができ、AMFエンティ
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ティにNSSPを要求するために使用される。
【００７９】
　登録要求メッセージは、UEの識別子をさらに含むことができる。UEの識別子は、一時的
な識別子、すなわち、UEに一時的に割り当てられる識別子、例えば、グローバルに固有の
一時的なUE識別情報（globally unique temporary UE identity、GUTI）であってもよい
。本出願の本実施形態では、識別子は、UEの以前の登録中にAMFエンティティによってUE
に割り当てられる識別子であってもよい。
【００８０】
　S120．AMFエンティティは、登録要求メッセージに基づいて、ポリシー制御機能（polic
y control function、PCF）エンティティからNSSPを取得する。
【００８１】
　AMFエンティティは、UEのGUTIなどの識別子および登録要求メッセージ内にある第1のパ
ラメータに基づいて、PCFエンティティからネットワークスライス選択ポリシーNSSPを取
得する。
【００８２】
　PCFエンティティは、論理機能デバイスであり、1つ以上のサーバとすることができ、制
御プレーンエンティティまたはUEのためのポリシーを提供するように構成される、すなわ
ち、PCFエンティティは、ポリシー管理および制御を実行するように構成される。
【００８３】
　AMFがPCFエンティティからNSSPを取得するプロセスは、具体的には、図5に示すステッ
プS121およびS122であってもよい。
【００８４】
　S121．AMFエンティティは、ユーザ機器コンテキスト確立要求（UE context establishm
ent request）メッセージをポリシー制御機能（policy control function、PCF）エンテ
ィティに送信する。
【００８５】
　ユーザ機器コンテキスト確立要求メッセージは、第1のパラメータとUEの識別子とを含
む。UEの識別子としては、加入者恒久識別子（subscriber permanent identifier、SUPI
）であってもよく、SUPIは、国際移動体加入者識別番号（international mobile subscri
ber identification、IMSI）、ネットワークアクセス識別子（network access identifie
r、NAI）などが挙げられる。UEの識別子SUPIは、UEの識別子GUTIに基づいてAMFエンティ
ティによって判定される。例えば、UEのSUPIがIMSIである場合、AMFエンティティは、UE
の識別子GUTIと、UEの識別子GUTIと識別子IMSIとの関係に関する、AMFエンティティに記
憶された情報と、に基づいて、UEの識別子IMSIを判定する。換言すれば、UEの一時識別子
GUTIに基づいて、UEの恒久識別子IMSIを見つけることができる。
【００８６】
　S122．AMFエンティティは、PCFエンティティによって送信されたユーザコンテキスト確
立応答（UE context establishment response）メッセージを受信する。
【００８７】
　AMFエンティティによって送信されたユーザコンテキスト確立要求メッセージを受信し
た後、PCFエンティティは、UEのIMSIに基づいて、PCFエンティティにおけるUEのコンテキ
ストを確立し、NSSP要求指示情報に基づいて、AMFエンティティにユーザコンテキスト確
立応答メッセージを送信する。ユーザコンテキスト確立応答メッセージは、UEのSUPIおよ
びUEのNSSPを含む。
【００８８】
　AMFエンティティは、ユーザコンテキスト確立応答メッセージを受信した後、ステップS
130を実行する。
【００８９】
　S130．AMFエンティティは、登録受諾（registration accept）メッセージをUEに送信す
る。
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【００９０】
　登録受諾はNSSPを含み、その結果、UEは、現在登録されているVPLMN内のNSSPを取得す
る。従来技術と比較して、UEは、AMFエンティティからHPLMN NSSAIとVPLMN NSSAIとの間
のマッピング関係を取得する代わりに、AMFエンティティから現在登録されているVPLMN内
のNSSPを取得することができる。VLPMN内のNSSPを取得する場合、UEは、NSSPに基づいて
、現在のVPLMN内のアプリケーションに使用すべきS－NSSAIを正確に判定することができ
る。
【００９１】
　場合により、図5に示すように、本出願の本実施形態では、AMFエンティティがUEによっ
て送信された登録要求メッセージを受信した後、本方法は、以下のステップをさらに含む
ことができる。
【００９２】
　S140．AMFエンティティは、更新位置（update location）情報をユーザデータ管理（us
er data management、UDM）エンティティに送信する。
【００９３】
　UDMエンティティは、サーバであってもよく、ユーザデータ、例えば位置管理および加
入管理を管理するように構成される。
【００９４】
　AMFエンティティは、受信した登録要求メッセージ内のUEのGUTIに基づいて、UEのIMSI
を判定し、更新位置情報をUDMに送信する。UDMは、AMFによって送信された更新位置情報
を受信し、UEのSUPIに基づいてUEの現在のAMFエンティティを更新し、AMFエンティティに
更新位置確認応答（update location ack）メッセージを送信する。
【００９５】
　S150．AMFエンティティは、UDMエンティティによって送信された更新位置確認応答メッ
セージを受信する。
【００９６】
　更新位置確認応答メッセージは、加入情報に含まれる対応するサービスを提供するため
にAMFによって後で使用される、UEの加入情報を含む。
【００９７】
　UEがVPLMNに登録を完了し、セッションを確立する必要があると、図6Aおよび図6B、図7
Aおよび図7B、および図8Aおよび図8Bのステップが実行される。
【００９８】
　図6Aおよび図6Bは、本発明の一実施形態による、セッション確立方法のフローチャート
である。図6Aおよび図6Bに示すように、本方法は、以下のステップを含むことができる。
【００９９】
　S201．UEは第1のメッセージをAMFエンティティに送信する。
【０１００】
　セッション確立の間、UEは、AMFエンティティへの第1のメッセージを開始する必要があ
る。第1のメッセージは、第1の情報（information）、第1のネットワークスライス選択情
報、および第2のネットワークスライス選択情報を含む。
【０１０１】
　第1の情報は、PDUセッションの確立を要求するための情報を含む。本出願の本実施形態
では、第1の情報は、メッセージ、例えば、PDUセッション確立要求（PDU session establ
ishment request）メッセージであってもよい。
【０１０２】
　第1のネットワークスライス選択情報は、第1のSMFエンティティを選択するためにAMFエ
ンティティによって使用され、例えば、第1のネットワークスライス選択情報は、VPLMN内
のS－NSSAIであってもよい。第2のネットワークスライス選択情報は、第2のSMFエンティ
ティを選択するためにAMFによって使用され、例えば、第2のネットワークスライス選択情
報は、HPLMN内のS－NSSAIであってもよい。
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【０１０３】
　ネットワークスライスを識別および判定するために、第1のネットワークスライス選択
情報および第2のネットワークスライス選択情報の両方を使用する。第1のネットワークス
ライス選択情報および第2のネットワークスライス選択情報の両方とも、ネットワークス
ライスのタイプおよびネットワークスライスを貸すベンダーの名前などの情報を含むこと
ができる。
【０１０４】
　S202．AMFエンティティは、第1のネットワークスライス選択情報に基づいて第1のSMFエ
ンティティを判定し、第2のネットワークスライス選択情報に基づいて第2のSMFエンティ
ティを判定する。
【０１０５】
　第1のネットワークスライス選択情報はVPLMN内のS－NSSAIであり、第2のネットワーク
スライス選択情報はHPLMN内のS－NSSAIであると仮定する。AMFエンティティは、UEによっ
て送信された第1のメッセージを受信した後、VPLMN内のS－NSSAIに基づいて、V－SMFエン
ティティ、すなわち第1のSMFエンティティを判定し、HPLMNのS－NSSAIに基づいて、H－SM
Fエンティティ、すなわち第2のSMFエンティティを判定する。次いで、セッション確立を
続行するために、V－SMFエンティティはV－UPFエンティティを選択し、H－SMFエンティテ
ィはH－UPFエンティティを選択する。最後に、AMFエンティティは、第2のメッセージをUE
に送信する。第2のメッセージは第2の情報を含み、第2の情報はPDUセッション確立受諾（
PDU session establishment accept）情報を含む。
【０１０６】
　S203．UEは、AMFエンティティによって送信された第2のメッセージを受信する。
【０１０７】
　本出願の本実施形態におけるセッション確立方法が使用された後、UEはVPLMNのS－NSSA
IおよびHPLMNのS－NSSAIをAMFエンティティに送信し、その結果、AMFエンティティは、PD
Uセッション確立を完了するために、現在のVPLMNで使用されるべきS－NSSAIおよび現在の
HPLMNで使用されるべきS－NSSAIを正確に判定することができ、従って、UEは通信を実行
することができる。
【０１０８】
　場合により、本出願の本実施形態では、第1のネットワークスライス選択情報は、VPLMN
内の第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIであってもよく、第2のネットワークスラ
イス選択情報は、HPLMN内の第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIであってもよい。
【０１０９】
　第1のアプリケーションは、例えばFacebookまたはQQなどの、UEにインストールされた
任意のサードパーティアプリケーションプログラムappである。
【０１１０】
　場合により、本出願の本実施形態では、AMFエンティティは、第2のメッセージをUEに送
信し、第2のメッセージは、PDUセッション確立受諾情報を含み、このステップは、具体的
には、以下のステップを含む。
【０１１１】
　AMFエンティティは、RAN装置にPDUセッション確立応答（PDU session establishment r
esponse）メッセージを送信する。
【０１１２】
　PDUセッション確立応答メッセージは、PDUセッション確立受諾情報、第1のトンネル識
別子、および第1のアドレス情報を含む。
【０１１３】
　RAN装置は、無線リソース制御（radio resource control、RRC）メッセージをUEに送信
する。
【０１１４】
　RRCメッセージは、セッション確立が受諾されたことをUEに通知するために、PDUセッシ
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ョン確立受諾情報を含む。
【０１１５】
　場合により、本出願の本実施形態では、図6Aおよび図6Bに示すように、AMFエンティテ
ィが第1のネットワークスライス選択情報に基づいて第1のSMFエンティティを判定し、第2
のネットワークスライス選択情報に基づいて第2のSMFエンティティを判定した後、本方法
は、以下のステップをさらに含むことができる。
【０１１６】
　S204．AMFエンティティは、第3のメッセージをV－SMFエンティティに送信する。
【０１１７】
　第3のメッセージは、PDUセッション確立要求メッセージと、H－SMFエンティティのアド
レス情報と、を含む。本出願の本実施形態では、第3のメッセージは、N11メッセージなど
と呼ばれる場合もある。第3のメッセージの具体的な名称は、本出願の本実施形態では限
定されない。
【０１１８】
　S205．V－SMFエンティティは、第3のメッセージに基づいてV－UPFエンティティを判定
し、確立されているセッションに、V－UPF側にある第1のトンネル識別子および第1のアド
レス情報を、またV－UPF側にある第2のトンネル識別子および第2のアドレス情報を割り当
てる。
【０１１９】
　第1のトンネル識別子および第1のアドレス情報は、V－UPF側にあり、RAN装置がV－UPF
エンティティにデータを送信するときに使用されるトンネル識別子およびアドレス情報、
すなわちV－UPF側にあり、アップリンク（RAN装置からV－UPFエンティティへ）N3トンネ
ルのトンネル識別子およびアドレス情報である。第2のトンネル識別子および第2のアドレ
ス情報は、V－UPF側にあり、H－UPFエンティティがV－UPFエンティティにデータを送信す
るときに使用されるトンネル識別子およびアドレス情報、すなわちV－UPF側にあり、ダウ
ンリンク（H－UPFエンティティからV－UPFエンティティへ）N9トンネルのトンネル識別子
およびアドレス情報である。
【０１２０】
　V－SMFエンティティは、第3のメッセージ内のPDUセッション確立要求メッセージに基づ
いて、V－UPFエンティティを判定し、V－UPF側にある第1のトンネル識別子および第1のア
ドレス情報およびV－UPF側にある第2のトンネル識別子および第2のアドレス情報を割り当
てる。V－SMFエンティティは、セッション作成メッセージをV－UPFエンティティに送信し
、セッション作成（create session）メッセージは、パケット検出ルールおよび報告ルー
ルなどの情報を含む。
【０１２１】
　S206．V－UPFは、V－SMFエンティティによって送信されたセッション作成メッセージを
受信する。
【０１２２】
　V－SMFエンティティによって送信されたセッション作成メッセージを受信した後、V－U
PFエンティティは、セッション作成メッセージの情報を保存し、応答メッセージで応答す
る。
【０１２３】
　S207．V－SMFエンティティは、H－SMFエンティティにセッション作成要求（create ses
sion request）メッセージを送信する。
【０１２４】
　セッション作成要求メッセージは、第2のトンネル識別子および第2のアドレス情報、す
なわちV－UPF側にあり、H－UPFエンティティがV－UPFにデータを送信するときに使用され
るトンネル識別子およびアドレス情報を含む。
【０１２５】
　V－SMFエンティティは、AMFエンティティによって送信された受信した第3のメッセージ
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に含まれるH－SMFエンティティのアドレス情報に基づいて、H－SMFエンティティのアドレ
ス情報に対応するH－SMFエンティティに、セッション作成要求メッセージを送信する。
【０１２６】
　S208．H－SMFエンティティは、セッション作成要求メッセージに基づいてH－UPFエンテ
ィティを判定し、セッション作成メッセージをH－UPFエンティティに送信する。
【０１２７】
　セッション作成メッセージは、V－UPF側にあり、H－UPFエンティティがV－UPFにデータ
を送信するときに使用されるトンネル識別子およびアドレス情報、すなわち第2のトンネ
ル識別子および第2のアドレス情報を含む。
【０１２８】
　セッション作成メッセージを受信した後、H－UPFエンティティは、セッション作成メッ
セージの情報を保存し、応答メッセージで応答する。
【０１２９】
　S209．H－SMFエンティティは、V－SMFエンティティにセッション作成応答メッセージを
送信する。
【０１３０】
　セッション作成応答メッセージは、H－UPF側にあり、H－SMFエンティティによってアッ
プリンク（V－UPFからH－UPFへ）N9トンネルに割り当てられたトンネル識別子およびアド
レス情報を含む。
【０１３１】
　H－UPF側にあり、アップリンク（V－UPFからH－UPFへ）トンネルのものであるトンネル
識別子およびアドレス情報は、セッション作成応答（create session response）メッセ
ージに含まれてもよい、すなわち、H－SMFエンティティは、V－SMFエンティティにセッシ
ョン作成応答メッセージを送信し、セッション作成応答メッセージは、H－UPF側にあり、
かつアップリンク（V－UPFからH－UPFへ）トンネルのものであるトンネル識別子およびア
ドレス情報を含む。
【０１３２】
　S210．AMFエンティティは、第4のメッセージを受信する。
【０１３３】
　第4のメッセージは、V－SMFエンティティによってAMFエンティティに送信され、PDUセ
ッション確立受諾（PDU session establishment accept）情報と、第1のトンネル識別子
および第1のアドレス情報、すなわちV－UPF側にあり、アップリンク（RAN装置からV－UPF
エンティティへ）データ送信N3トンネルのものであるトンネル識別子およびアドレス情報
と、を含む。すなわち、第4のメッセージは、V－UPF側にあり、アップリンク（RAN装置か
らV－UPFエンティティへ）データ送信N3トンネルのものであるトンネル識別子およびアド
レス情報を含む。
【０１３４】
　場合により、UEが、AMFエンティティによって送信された第2のメッセージを受信した後
、本方法は、以下をさらに含む。
【０１３５】
　S211．RAN装置は、PDUセッション確立応答メッセージをAMFエンティティに送信する。
【０１３６】
　RAN装置は、RAN側にあり、ダウンリンク（V－UPFエンティティからRAN装置への）デー
タ送信N3トンネルのものであるトンネル識別子およびアドレス情報を割り当て、トンネル
識別子およびアドレス情報をAMFエンティティに送信する。
【０１３７】
　RAN装置は、PDUセッション確立応答メッセージを使用して、RAN側にあり、ダウンリン
ク（V－UPFエンティティからRAN装置への）データ送信N3トンネルのものである、割り当
てられたトンネル識別子およびアドレス情報をAMFエンティティに送信する。
【０１３８】
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　S212．AMFエンティティは、PDUセッション確立応答メッセージをV－SMFエンティティに
送信する。
【０１３９】
　AMFエンティティは、RAN側にあり、V－UPFエンティティがRAN装置にデータを送信する
ときに使用されるN3トンネルのものである、受信したトンネル識別子およびアドレス情報
を、V－SMFエンティティに送信する必要がある。
【０１４０】
　AMFエンティティは、PDUセッション確立応答メッセージをV－SMFエンティティに送信し
、RAN側にある、V－UPFエンティティがRAN装置にデータを送信するときに使用されるN3ト
ンネルのものであるトンネル識別子およびアドレス情報をPDUセッション確立応答メッセ
ージに追加し、メッセージをV－SMFエンティティに送信する。
【０１４１】
　S213．V－SMFエンティティは、セッション変更（modify session）メッセージをV－UPF
に送信する。
【０１４２】
　セッション変更メッセージは、RAN側にあり、V－UPFエンティティがRAN装置にデータを
送信するときに使用されるN3トンネルのものであるトンネル識別子およびアドレス情報と
、H－UPF側にあり、V－UPFがH－UPFにデータを送信するときに使用されるN9トンネルのも
のであるトンネル識別子およびアドレス情報と、を含む。
【０１４３】
　S214．V－SMFエンティティは、PDUセッション確立を完了するために、V－AMFエンティ
ティに応答する。
【０１４４】
　V－SMFエンティティは、PDUセッション確立を完了するために、AMFエンティティに応答
する。
【０１４５】
　本出願の別の実施形態では、図7Aおよび図7Bに示されるように、S201における第1のメ
ッセージは、指示情報をさらに含むことができる。指示情報は、第1のネットワークスラ
イス選択情報が、HPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用されてもよいし、指示
情報は、第1のネットワークスライス選択情報が、VPLMN内のS－NSSAIであることを示すた
めに使用されてもよい。
【０１４６】
　AMFエンティティは、UEによって送信された第1のメッセージを受信した後、第1のネッ
トワークスライス選択情報がVPLMNに対応するS－NSSAIであることを指示情報が示すこと
に基づいて、第2のネットワークスライス選択情報がS－HPLMN内のNSSAIであることを判定
する、またはAMFエンティティは、第1のネットワークスライス選択情報がHPLMN内のS－NS
SAIであることを指示情報が示すことに基づいて、第2のネットワークスライス選択情報が
VPLMN内のS－NSSAIであることと判定する。加えて、AMFエンティティは、第1のネットワ
ークスライス選択情報および第2のネットワークスライス選択情報に基づいて、対応するS
MFエンティティを判定する、すなわち、AMFエンティティは、VPLMN内のUEのS－NSSAIに基
づいて、V－SMFエンティティを選択し、HPLMN内のUEのS－NSSAIに基づいて。H－SMFエン
ティティを選択して、セッション確立を完了する。具体的なのセッション確立プロセスは
、図6Aおよび図6BのステップS204からS214の方法／ステップと同じである。説明を簡潔に
するために、ここでは細部を繰り返し説明しない。
【０１４７】
　場合により、指示情報は、第2のネットワークスライス選択情報がVPLMN内のS－NSSAIま
たはHPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用することができる。AMFエンティティ
は、指示情報に基づいて、第1のネットワークスライス選択情報が、HPLMN内のS－NSSAIま
たはVPLMNに対応するS－NSSAIであると判定することができる。
【０１４８】
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　本出願の本実施形態で提供されるセッション確立方法が使用された後、AMFエンティテ
ィは、V－SMFエンティティおよびH－SMFエンティティを正確に判定するために、UEによっ
てAMFエンティティに送信される第1のネットワークスライス選択情報、第2のネットワー
ク選択情報、および指示情報、すなわちVPLMNに対応するS－NSSAI、S－NSSAI、およびS－
NSSAIを示す情報を使用して、セッション確立をさらに完了することができる。従って、
次のケース、すなわち、UEがPDUセッションを確立するプロセスにおいて、AMFエンティテ
ィが、UEの対応するS－NSSAIを判定できず、PDUセッション確立を完了することができず
、その結果、UEが通信を行うことができないというケースが回避される。
【０１４９】
　図8Aおよび図8Bは、本出願の一実施形態による、さらに別のセッション確立方法を示す
。図8Aおよび図8Bに示すように、本方法は、以下のステップを含むことができる。
【０１５０】
　S301．UEは第1のメッセージをAMFエンティティに送信する。
【０１５１】
　セッション確立の間、UEは、AMFエンティティへの第1のメッセージを開始する必要があ
る。第1のメッセージは、第1の情報、ネットワークスライス選択情報（first network sl
ice selection information）、および指示情報を含む。
【０１５２】
　第1の情報は、PDUセッションの確立を要求するための情報を含む。本出願の本実施形態
では、第1の情報は、メッセージであってもよく、例えば、PDUセッション確立要求メッセ
ージであってもよい。
【０１５３】
　第1のネットワークスライス選択情報は、SMFエンティティを選択するためにAMFエンテ
ィティによって使用される。指示情報は、第1のネットワークスライス選択情報が、VPLMN
内のUEのS－NSSAIであることを示すために使用されてもよいし、第1のネットワークスラ
イス選択情報が、HPLMN内のUEのS－NSSAIであることを示すために使用されてもよい。
【０１５４】
　S302．AMFエンティティは、指示情報に基づいて、第1のネットワークスライス選択情報
がVPLMN内のUEのS－NSSAIであること、または第1のネットワークスライス選択情報がHPLM
N内のUEのS－NSSAIであることを判定し、第1のネットワークスライス選択情報に基づいて
、第1のSMFエンティティを判定し、第1のネットワークスライス選択情報およびVPLMN S－
NSSAIとHPLMN S－NSSAIとの対応関係に関する情報に基づいて、第2のネットワークスライ
ス選択情報を判定し、第2のネットワークスライス選択情報に基づいて、第2のSMFエンテ
ィティを選択する。
【０１５５】
　本出願の本実施形態では、VPLMN S－NSSAIとHPLMN S－NSSAIとの間の対応関係に関する
情報は、ローミングプロトコルに従って定義される、VPLMN S－NSSAIとHPLMN S－NSSAIと
の間の1対1の対応関係に関する情報であってもよいし、ローミングプロトコルに従って定
義される、VPLMN S－NSSAIとHPLMN S－NSSAIとの間の1対多の対応関係に関する情報であ
ってもよいことに留意されたい。
【０１５６】
　VPLMN S－NSSAIとHPLMN S－NSSAIとの間に1対1の対応関係がある場合、例えば、AMFエ
ンティティがVPLMN S－NSSAIとHPLMN S－NSSAIとの間の1対1のマッピング関係のテーブル
を予め記憶している場合、第1のネットワークスライス選択情報がVPLMN内のS－NSSAIであ
るとき、AMFエンティティは、マッピング関係テーブルを使用してHPLMN内のS－NSSAIを判
定し、S－NSSAIを第2のネットワークスライス選択情報として使用する。VPLMN S－NSSAI
とHPLMN S－NSSAIとの間に1対多の対応関係がある場合、例えば、1つのVPLMN S－NSSAIが
複数のHPLMN S－NSSAIに対応する場合、第1のネットワークスライス選択情報がVPLMN内の
S－NSSAIであるとき、AMFエンティティは、VPLMN S－NSSAIに対応する複数のHPLMN S－NS
SAIの優先順位に基づいて、1つのHPLMN S－NSSAIを選択して、PDUセッション確立を完了
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する。
【０１５７】
　場合により、AMFエンティティは、セッション属性に基づいて、VPLMN S－NSSAIに対応
するHPLMN S－NSSAIをさらに選択することができる。例えば、AMFエンティティは、VPLMN
 S－NSSAIのセッション属性のセッションタイプに基づいて、セッション属性のセッショ
ンタイプと一致するセッションタイプを有するHPLMN S－NSSAIを選択する。
【０１５８】
　第1のSMFエンティティおよび第2のSMFエンティティを判定した後、AMFエンティティは
セッション確立をさらに完了し、第2のメッセージをUEに送信する。第2のメッセージは第
2の情報を含み、第2の情報はPDUセッション確立受諾情報を含む。
【０１５９】
　S303．UEは、第2のメッセージを受信する。
【０１６０】
　本出願の本実施形態におけるセッション確立方法が使用された後、UEは、AMFエンティ
ティに、S－NSSAIと、S－NSSAIがVPLMNまたはHPLMN内のUEのS－NSSAIであることを示す情
報と、を送信し、その結果、AMFは、UEによって送信されたメッセージと、VPLMN S－NSSA
IとHPLMN S－NSSAIとの間の対応関係に関する情報に基づいて、V－SMFエンティティおよ
びH－SMFエンティティを正確に判定して、セッション確立をさらに完了する。
【０１６１】
　場合により、本出願の本実施形態では、第1のネットワークスライス選択情報は、第1の
アプリケーションに対応するS－NSSAIである。第1のアプリケーションは、例えばQQまた
はFacebookなどの、UEにインストールされたサードパーティアプリケーションプログラム
である。
【０１６２】
　本出願の本実施形態では、AMFエンティティは、VPLMNに対応するS－NSSAIおよびHPLMN
に対応するS－NSSAIを判定し、VPLMN内のS－NSSAIに基づいてV－SMFエンティティを選択
し、HPLMN内のS－NSSAIに基づいてH－SMFエンティティを選択して、セッション確立を完
了する。ステップS304からS314の具体的なのセッション確立プロセスは、図6Aおよび図6B
のステップS204からS214の方法／ステップと同じである。説明を簡潔にするために、ここ
では細部を繰り返し説明しない。
【０１６３】
　場合により、本出願の本実施形態では、UEが第1のメッセージをAMFエンティティに送信
する前に、本方法は、
　UEによって、ネットワークスライス選択情報、すなわち、第1のネットワークスライス
選択情報を判定するステップ
　をさらに含む。
【０１６４】
　上述のステップの特定のプロセスは、
　第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIが、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPL
MN内のネットワークスライス選択ポリシーに存在する場合、UEによって、第1のネットワ
ークスライス選択情報としてS－NSSAIを判定すること、または
　第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIが、ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPL
MN内のネットワークスライス選択ポリシーに存在する場合、UEによって、第1のネットワ
ークスライス選択情報としてS－NSSAIを判定すること
　を含み得る。
【０１６５】
　以上、登録方法およびセッション確立方法のプロセスについて説明した。以下、図9か
ら図14を参照して、本出願の実施の形態において提供される端末およびAMFについて詳細
に説明する。本出願の実施形態における端末は、UEと呼ぶ場合があることに留意されたい
。
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【０１６６】
　図9は、本出願の一実施形態による端末の概略構成図である。図9に示すように、端末は
、送信ユニット410と、受信ユニット420と、を備えることができる。
【０１６７】
　端末がホームネットワークから訪問先PLMNへローミングするとき、端末は、ネットワー
ク登録を実行する必要がある。登録プロセスにおいて、送信ユニット410は、アクセスお
よびモビリティ管理機能AMFエンティティに登録要求メッセージを送信し、登録要求メッ
セージは、ネットワークスライス選択ポリシーを要求するために使用される第1のパラメ
ータを含む。本出願の本実施形態では、第1のパラメータは、NSSP要求指示情報とするこ
とができる。
【０１６８】
　AMFエンティティは、端末から送信された登録要求メッセージを受信すると、登録要求
メッセージの第1パラメータに基づいて、ネットワークスライス選択情報を取得し、登録
受諾メッセージを端末に送信する。登録受諾メッセージは、ネットワークスライス選択情
報を含む。従って、PDUセッションを確立するとき、端末は、ネットワークスライス選択
ポリシーに基づいて、VPLMNまたは端末が位置するHPLMN内のS－NSSAIを正確に選択して、
PDUセッション確立をさらに完了することができる。
【０１６９】
　場合により、本出願の本実施形態では、端末は、関連データを処理するように構成され
た処理ユニットをさらに備えることができる。
【０１７０】
　図10は、本出願の一実施形態による端末の概略構成図である。図10に示すように、端末
は、送信ユニット510と、受信ユニット520と、を備えることができる。
【０１７１】
　送信ユニット510は、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティに対する第1
のメッセージに構成され、第1のメッセージは、第1の情報、第1のネットワークスライス
選択情報、および第2のネットワークスライス選択情報を含む。
【０１７２】
　第1の情報は、プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報を
含む。本出願の本実施形態では、第1の情報は、メッセージであってもよく、例えば、PDU
セッション確立要求メッセージであってもよい。
【０１７３】
　第1のネットワークスライス選択情報は、第1のセッション管理制御機能SMFエンティテ
ィを選択するためにAMFエンティティによって使用され、第2のネットワークスライス選択
情報は、第2のSMFエンティティを選択するためにAMFエンティティによって使用される。
例えば、第1のネットワークスライス選択情報はVPLMN内の端末（またはUEともいう）のS
－NSSAIであり、第2のネットワークスライス選択情報はHPLMN内の端末（またはUEともい
う）のS－NSSAIであり、AMFエンティティは、VPLMN内のS－NSSAIに基づいて、V－SMFエン
ティティ、すなわち第1のSMFエンティティを選択し、またAMFエンティティは、HPLMN内の
S－NSSAIに基づいて、H－SMFエンティティ、すなわち第2のSMFエンティティを選択する。
【０１７４】
　受信ユニット520は、AMFエンティティが送信した第2のメッセージを受信し、第2のメッ
セージが第2の情報を含む、第2の情報がPDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成
される。
【０１７５】
　本出願の本実施形態で提供される端末が使用された後、端末は、VPLMN内の端末のS－NS
SAIとHPLMN内の端末のS－NSSAIをAMFエンティティに送信し、その結果、AMFは、2つのS－
NSSAIに基づいて、V－SMFエンティティおよびH－SMFエンティティを正確に判定して、PDU
セッション確立をさらに完了させる。
【０１７６】
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　場合により、本出願の一実施形態では、第1のネットワークスライス選択情報は、VPLMN
内の第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIであり、第2のネットワークスライス選択
情報は、HPLMN内の第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIである。第1のアプリケー
ションは、端末にインストールされているサードパーティアプリケーションであり、例え
ばQQやFacebookなどである。
【０１７７】
　場合により、本出願の別の実施形態では、第1のメッセージは、指示情報をさらに含み
、指示情報は、第1のネットワークスライス選択情報が、HPLMN内のS－NSSAIであることを
示すために使用されてもよいし、指示情報は、第1のネットワークスライス選択情報が、V
PLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用されてもよい。
【０１７８】
　本出願の本実施形態では、第1のメッセージは2つのS－NSSAIを含み、指示情報は、2つ
のS－NSSAIのうちの1つが、VPLMN内の端末のS－NSSAIまたはHPLMN内の端末のS－NSSAIで
あることを示す。第1のメッセージを受信した後、AMFエンティティは、第1のメッセージ
内の指示情報に基づいて、2つのS－NSSAIのうちの一方がVPLMN内の端末のS－NSSAIであり
、他方のS－NSSAIがHPLMN内の端末のS－NSSAIであると判定し、VPLMN内のS－NSSAIに基づ
いてV－SMFエンティティを選択し、HPLMN内のS－NSSAIに基づいてH－SMFエンティティを
選択して、PDUセッション確立をさらに完了する。
【０１７９】
　加えて、本出願の本実施形態の端末は、データに対して関連処理を実行するように構成
された処理ユニットをさらに備えることができる。
【０１８０】
　本出願の実施形態において、図10に提示する端末と図9に提示する端末とは、同じ端末
であってもよく、すなわち、図10の送信ユニット510および受信ユニット520は、図9の送
信ユニット410および受信ユニット420であってもよいことに留意されたい。
【０１８１】
　図11は、本出願の一実施形態による端末を示す。図11に示すように、端末は、送信ユニ
ット610と、受信ユニット620と、を備えることができる。
【０１８２】
　送信ユニット610は、アクセスおよびモビリティネットワーク管理機能AMFエンティティ
に対する第1のメッセージに構成され、第1のメッセージは、第1の情報、ネットワークス
ライス選択情報、および指示情報を含む。
【０１８３】
　第1の情報は、プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報を
含む。本出願の本実施形態では、第1の情報は、メッセージであってもよく、例えば、第1
の情報は、PDUセッション確立要求メッセージであってもよい。
【０１８４】
　ネットワークスライス選択情報は、セッション管理制御機能SMFエンティティを選択す
るためにAMFエンティティによって使用される。指示情報は、ネットワークスライス選択
情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の単一のネットワークスライス選択
支援情報S－NSSAIであることを示すために使用される、またはネットワークスライス選択
情報が、ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN内のS－NSSAIであることを示すために
使用される。
【０１８５】
　従って、AMFエンティティは、指示情報に基づいて、ネットワークスライス選択情報がV
PLMN内の端末のS－NSSAIまたはHPLMN内の端末のS－NSSAIであると判定し、ネットワーク
スライス選択情報に基づいて、V－PLMN内の端末のS－NSSAIまたはHPLMN内の端末のS－NSS
AIをさらに判定し、V－SMFエンティティおよびH－SMFエンティティを選択する。
【０１８６】
　受信ユニット620は、PDUセッション確立を完了するために、AMFエンティティが送信し
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た第2のメッセージを受信し、第2のメッセージが第2の情報を含む、第2の情報がPDUセッ
ション確立受諾情報を含む、ように構成される。
【０１８７】
　場合により、本出願の本実施形態では、ネットワークスライス選択情報は、第1のアプ
リケーションに対応するS－NSSAIである。第1のアプリケーションは、例えばQQ、Faceboo
k、または電子メールなどの、端末にインストールされたサードパーティアプリケーショ
ンプログラムである。
【０１８８】
　場合により、本出願の本実施形態では、端末は、処理ユニット630をさらに備えること
ができる。端末が第1のメッセージをAMFエンティティに送信する前に、処理ユニット630
はさらに、ネットワークスライス選択情報を判定する必要がある。
【０１８９】
　例えば、処理ユニット630は、以下のプロセス、すなわち第1のアプリケーションに対応
するS－NSSAIが、VPLMN内のネットワークスライス選択ポリシーに存在する場合、ネット
ワークスライス選択情報としてS－NSSAIを判定すること、または　第1のアプリケーショ
ンに対応するS－NSSAIが、HPLMN内のネットワークスライス選択ポリシーに存在する場合
、ネットワークスライス選択情報としてS－NSSAIを判定することを実行する。
【０１９０】
　図11に提示する端末と図9に提示する端末とは、同じ端末であってもよく、すなわち、
図11の送信ユニット610および受信ユニット620は、図9の送信ユニット410および受信ユニ
ット420であることに留意されたい。
【０１９１】
　図12は、本出願の一実施形態による、アクセスおよびモビリティ管理機能エンティティ
の概略構成図である。図12に示すように、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンテ
ィティは、受信ユニット710と、処理ユニット720と、送信ユニット730と、を備えること
ができる。
【０１９２】
　受信ユニット710は、端末によって送信された登録要求メッセージを受信するように構
成される。登録要求メッセージは、第1のパラメータを含み、第1のパラメータは、ネット
ワークスライス選択ポリシーNSSPを要求するために使用される。本出願の本実施形態では
、第1のパラメータはNSSP要求指示情報とすることができる。
【０１９３】
　処理ユニット720は、登録要求メッセージに基づいて、ネットワークスライス選択ポリ
シーを取得するように構成される。
【０１９４】
　場合により、本出願の一実施形態では、AMFエンティティは、PCFエンティティから端末
のNSSPを取得することができる。
【０１９５】
　例えば、AMFエンティティの送信ユニット730は、UEコンテキスト確立要求メッセージを
PCFエンティティに送信し、メッセージは、第1のパラメータと、IMSIなどのUE識別子情報
と、を含む。PCFエンティティは、AMFからの要求に基づいて、UEコンテキスト確立応答メ
ッセージをAMFエンティティに送信し、メッセージは、UEのNSSPと、UE識別子情報と、を
含む。
【０１９６】
　送信ユニット730は、登録受諾メッセージを端末に送信するように構成される。登録受
諾メッセージは、ネットワークスライス選択ポリシーを含む。このようにして、端末がPD
Uセッションを確立するプロセスにおいて、ANFエンティティは、端末のNSSPに基づいて、
VPLMNまたは端末が位置するHPLMN内のS－NSSAIを正確に判定して、PDUセッションの確立
をさらに完了することができる。
【０１９７】
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　図13は、本出願の一実施形態による、アクセスおよびモビリティ管理機能エンティティ
の概略構成図である。図13に示すように、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンテ
ィティは、受信ユニット810と、処理ユニット820と、送信ユニット830と、を備えること
ができる。
【０１９８】
　受信ユニット810は、端末によって送信された第1のメッセージを受信するように構成さ
れる。第1のメッセージは、第1の情報、第1のネットワークスライス選択情報、および第2
のネットワークスライス選択情報を含む。
【０１９９】
　第1の情報は、プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報を
含む。本出願の本実施形態では、第1の情報は、メッセージであってもよく、例えば、第1
の情報は、PDUセッション確立要求メッセージであってもよい。
【０２００】
　処理ユニット820は、第1のネットワークスライス選択情報に基づいて第1のセッション
管理制御機能SMFエンティティを判定し、第2のネットワークスライス選択情報に基づいて
第2のSMFエンティティを判定するように構成される。
【０２０１】
　例えば、第1のネットワークスライス選択情報はVPLMN内の端末のS－NSSAIであり、第2
のネットワークスライス選択情報はHPLMN内の端末のS－NSSAIであり、AMFエンティティは
、VPLMN内のS－NSSAIに基づいて、V－SMFエンティティ、すなわち第1のSMFエンティティ
を選択し、またAMFエンティティは、HPLMN内のS－NSSAIに基づいて、H－SMFエンティティ
、すなわち第2のSMFエンティティを選択する。
【０２０２】
　送信ユニット830は、PDUセッション確立を完了するために、第2のメッセージを端末に
送信し、第2のメッセージが第2の情報を含む、第2の情報がPDUセッション確立受諾情報を
含む、ように構成される。
【０２０３】
　場合により、本出願の本実施形態では、第1のネットワークスライス選択情報は、VPLMN
内の第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIであり、第2のネットワークスライス選択
情報は、HPLMN内の第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIである。第1のアプリケー
ションは、端末にインストールされているサードパーティアプリケーションプログラムで
あり、例えば電子メール、QQ、またはFacebookなどである。
【０２０４】
　場合により、本出願の一実施形態では、第1のメッセージは、第1のネットワークスライ
ス選択情報がHPLMN内のS－NSSAIであること、または第1のネットワークスライス選択情報
がVPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用される指示情報をさらに含むことがで
きる。第1のメッセージを受信した後、AMFエンティティは、第1のメッセージ内の指示情
報に基づいて、第1のメッセージに含まれる第1のネットワークスライス選択情報および第
2のネットワークスライス選択情報のそれぞれが、VPLMN内の端末のS－NSSAIまたはHPLMN
内の端末のS－NSSAIであると判定する。AMFエンティティが、指示情報に基づいて、第1の
ネットワークスライス選択情報がVPLMN内のS－NSSAIであると判定した場合、AMFエンティ
ティは、第2のネットワークスライス選択情報がHPLMN内のS－NSSAIであると判定し、HPLM
N内のS－NSSAIに基づいてH－SMFエンティティを選択し、VPLMN内のS－NSSAIに基づいてV
－SMFエンティティを選択して、セッション確立をさらに完了する。
【０２０５】
　図13に提示するAMFエンティティと図12に提示するAMFエンティティとは、同じ装置であ
ってもよく、すなわち、図13の受信ユニット810、処理ユニット820、および送信ユニット
830は、図12の受信ユニット710、処理ユニット720、および送信ユニット730であってもよ
いことに留意されたい。
【０２０６】



(35) JP 2019-525506 A 2019.9.5

10

20

30

40

50

　図14は、本出願の一実施形態による、別のアクセスおよびモビリティ管理機能エンティ
ティの概略構成図である。図14に示すように、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエ
ンティティは、受信ユニット910と、処理ユニット920と、送信ユニット930と、を備える
ことができる。
【０２０７】
　受信ユニット910は、端末によって送信された第1のメッセージを受信するように構成さ
れる。第1のメッセージは、第1の情報、第1のネットワークスライス選択情報、および指
示情報を含む。
【０２０８】
　第1の情報は、プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報を
含む。本出願の本実施形態では、第1の情報は、メッセージであってもよく、例えば、第1
の情報は、PDUセッション確立要求メッセージであってもよい。
【０２０９】
　指示情報は、第1のネットワークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワ
ークVPLMN内の端末の単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示
すために使用される、またはネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネ
ットワークHPLMN内の端末のS－NSSAIであることを示すために使用される。
【０２１０】
　処理ユニット920は、指示情報に基づいて、第1のネットワークスライス選択情報がVPLM
N内の端末の単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであること、または第1の
ネットワークスライス選択情報がHPLMN内の端末のS－NSSAIであることを判定し、第1のネ
ットワークスライス選択情報に基づいて、第1のセッション管理制御機能SMFエンティティ
を選択し、第1のネットワークスライス選択情報およびVPLMN S－NSSAIとHPLMN S－NSSAI
との対応関係に関する情報に基づいて、第2のネットワークスライス選択情報を判定し、
第2のネットワークスライス選択情報に基づいて、第2のSMFエンティティを選択するよう
に構成される。
【０２１１】
　送信ユニット930は、PDUセッション確立を完了するために、第2のメッセージを端末に
送信し、第2のメッセージが第2の情報を含む、第2の情報がPDUセッション確立受諾情報を
含む、ように構成される。
【０２１２】
　場合により、本出願の本実施形態では、第1のネットワークスライス選択情報は、第1の
アプリケーションに対応するS－NSSAIである。
【０２１３】
　第1のアプリケーションは、例えばQQ、Facebook、または電子メールなどの、端末にイ
ンストールされたサードパーティアプリケーションプログラムである。
【０２１４】
　図14に提示するAMFエンティティと図13に提示するAMFエンティティとは、同じ装置であ
ってもよく、すなわち、図14の受信ユニット910、処理ユニット920、および送信ユニット
930は、図13の受信ユニット810、処理ユニット820、および送信ユニット830であってもよ
いことに留意されたい。
【０２１５】
　加えて、図9から図11に提示される端末は、記憶ユニットをさらに備えることができ、
図12から図14に提示されるAMFエンティティは、記憶ユニットをさらに備えることができ
、記憶ユニットは、関連命令および関連データを記憶するように構成される。
【０２１６】
　端末がPDUセッションを確立するプロセスにおいて、AMFエンティティが端末によって送
信された第1のメッセージを受信した後、すなわち、AMFエンティティがPDUセッション確
立要求情報を受信した後、AMFエンティティは、第1のメッセージに含まれる情報、例えば
図10、図11、図13、または図14の第1メッセージに含まれる情報に基づいて、V－SMFエン
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ティティおよびH－SMFエンティティを選択して、PDUセッション確立を完了することにさ
らに留意されたい。そのプロセスは、図6Aおよび図6BのステップS204からS214の方法／ス
テップと同様である。説明を簡潔にするために、ここでは細部を繰り返し説明しない。
【０２１７】
　図15は、本出願の一実施形態による端末を示す。図15に示すように、端末は、送信機10
10と、受信機1020と、を備えることができる。
【０２１８】
　送信機1010は、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティに登録要求メッセ
ージを送信し、登録要求メッセージは、第1のパラメータを含み、第1のパラメータは、ネ
ットワークスライス選択ポリシーを要求するために使用される、ように構成される。
【０２１９】
　受信機1020は、AMFエンティティによって送信された登録受諾メッセージを受信するよ
うに構成され、登録受諾メッセージは、ネットワークスライス選択ポリシーを含み、その
結果、その後端末がPDUセッションを確立するプロセスでは、端末は、対応するS－NSSAI
が、現在のVPLMNまたはHPLMN内のNSSPに基づいて正確に判定でき、次のケース、すなわち
、端末がPDUセッションを確立するとき、AMFエンティティが、端末が位置するネットワー
クに対応するS－NSSAIを見つけることができず、PDUセッション確立を完了することがで
きず、その結果、端末が通信を行うことができないというケースが回避される。
【０２２０】
　場合により、本出願の本実施形態では、端末は、プロセッサおよびメモリをさらに備え
ることができる。プロセッサは、メモリから命令を呼び出すことによって、対応するデー
タ処理を実行するように構成される。メモリは、対応する命令および対応するデータを記
憶するように構成される。
【０２２１】
　図16は、本出願の一実施形態による端末を示す。図16に示すように、端末は、送信機11
10と、受信機1120と、を備えることができる。
【０２２２】
　送信機1110は、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティに第1のメッセージ
を送信し、第1のメッセージが、第1の情報と、第1のネットワークスライス選択情報と、
第2のネットワークスライス選択情報と、を含み、第1の情報が、プロトコルデータユニッ
トPDUセッションの確立を要求するための情報を含み、第1のネットワークスライス選択情
報は、AMFエンティティによって、第1のセッション管理制御機能SMFエンティティを選択
するために使用され、第2のネットワークスライス選択情報は、AMFエンティティによって
、第2のSMFエンティティを選択するために使用される、ように構成される。
【０２２３】
　受信機1120は、AMFエンティティが送信した第2のメッセージを受信し、第2のメッセー
ジが第2の情報を含む、第2の情報がPDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成され
る。
【０２２４】
　本出願の本実施形態で提供される端末が使用された後、PDUセッション確立プロセスに
おいて、AMFエンティティは、PDUセッション確立を完了するために、S－NSSAIを正確に判
定できる。次のケース、すなわち、端末がPDUセッションを確立するとき、AMFエンティテ
ィが、端末が位置するネットワークに対応するS－NSSAIを見つけることができず、PDUセ
ッション確立を完了することができず、その結果、端末が通信を行うことができないとい
うケースが回避される。
【０２２５】
　場合により、本出願の一実施形態では、第1のネットワークスライス選択情報は、訪問
先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の第1のアプリケーションに対応する単一のネット
ワークスライス選択支援情報S－NSSAIであり、第2のネットワークスライス選択情報は、
ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN内の第1のアプリケーションに対応するS－NSSAI
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であり得る。
【０２２６】
　場合により、本出願の別の実施形態では、第1のメッセージは、指示情報をさらに含み
、指示情報は、第1のネットワークスライス選択情報が訪問先公衆陸上移動体ネットワー
クVPLMN内の単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために
使用される、または指示情報は、第1のネットワークスライス選択情報がホーム公衆陸上
移動体ネットワークHPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用される。従って、第1
のメッセージを受信した後、AMFエンティティは、第1のメッセージ内の指示情報に基づい
て、第1のネットワークスライス選択情報および第2のネットワークスライス選択情報を判
定して、PDUセッション確立をさらに完了する。
【０２２７】
　加えて、場合により、本出願の本実施形態で提供される端末は、プロセッサおよびメモ
リをさらに備えることができる。メモリは、対応する命令および対応するデータを記憶す
るように構成されて、プロセッサがメモリから命令を呼び出し、データに対応する処理を
実行するようにする。
【０２２８】
　図17は、本出願の一実施形態による端末を示す。図17に示すように、端末は、送信機12
10と、受信機1220と、を備えることができる。
【０２２９】
　送信機1210は、アクセスおよびモビリティネットワーク管理機能AMFエンティティに第1
のメッセージを送信し、第1のメッセージが、第1の情報と、ネットワークスライス選択情
報と、指示情報と、を含み、第1の情報が、プロトコルデータユニットPDUセッションの確
立を要求するための情報を含み、ネットワークスライス選択情報が、AMFエンティティに
よって、セッション管理制御機能SMFエンティティを選択するために使用され、指示情報
は、ネットワークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の端
末の単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用され
る、またはネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネットワークVPLMN
内の端末のS－NSSAIであることを示すために使用される、ように構成される。
【０２３０】
　受信機1220は、AMFエンティティが送信した第2のメッセージを受信し、第2のメッセー
ジが第2の情報を含む、第2の情報がPDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成され
る。
【０２３１】
　本出願の本実施形態で提供される端末が使用された後、PDUセッション確立プロセスに
おいて、AMFエンティティは、PDUセッション確立を完了するために、S－NSSAIを正確に判
定できる。次のケース、すなわち、端末がPDUセッションを確立するとき、AMFエンティテ
ィが、端末が位置するネットワークに対応するS－NSSAIを見つけることができず、PDUセ
ッション確立を完了することができず、その結果、端末が通信を行うことができないとい
うケースが回避される。
【０２３２】
　場合により、本出願の一実施形態では、ネットワークスライス選択情報は、第1のアプ
リケーションに対応するS－NSSAIである。
【０２３３】
　場合により、本出願の別の実施形態では、端末は、ネットワークスライス選択情報を判
定するように構成されたプロセッサ1230をさらに備える。
【０２３４】
　場合により、一実施形態では、プロセッサ1230がネットワークスライス選択情報を判定
することは、
　第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIが、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPL
MN内のネットワークスライス選択ポリシーに存在する場合、端末によって、ネットワーク



(38) JP 2019-525506 A 2019.9.5

10

20

30

40

50

スライス選択情報としてS－NSSAIを判定すること、または
　第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIが、ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPL
MN内のネットワークスライス選択ポリシーに存在する場合、端末によって、ネットワーク
スライス選択情報としてS－NSSAIを判定すること
　を含む。
【０２３５】
　同様に、場合により、本出願の本実施形態で提供される端末は、プロセッサおよびメモ
リをさらに備えることができる。メモリは、対応する命令および対応するデータを記憶す
るように構成されて、プロセッサがメモリから命令を呼び出し、データに対応する処理を
実行するようにする。
【０２３６】
　図18は、本出願の一実施形態による、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティ
ティを示す。図18に示すように、AMFエンティティは、受信機1310と、プロセッサ1320と
、受信機1330と、を備えることができる。
【０２３７】
　受信機1310は、端末によって送信された登録要求メッセージを受信するように構成され
、登録要求メッセージは第1のパラメータを含み、第1のパラメータはネットワークスライ
ス選択ポリシーを要求するために使用される。
【０２３８】
　プロセッサ1320は、登録要求メッセージに基づいて、ネットワークスライス選択ポリシ
ーを取得するように構成される。
【０２３９】
　送信機1330は、登録受諾メッセージを端末に送信するように構成され、登録受諾メッセ
ージは、ネットワークスライス選択ポリシーを含む。
【０２４０】
　端末が位置するネットワーク内のネットワークスライス選択ポリシーが、端末によって
AMFエンティティに送信された第1のパラメータを使用することによって取得され、その結
果、PDUセッションがその後確立されるとき、対応するS－NSSAIが、ネットワークスライ
ス選択ポリシーに基づいて正確に判定され、次のケース、すなわち、端末がPDUセッショ
ンを確立するとき、AMFエンティティが、端末が位置するネットワークに対応するS－NSSA
Iを見つけることができず、PDUセッション確立を完了することができず、その結果、端末
が通信を行うことができないというケースが回避される。
【０２４１】
　場合により、一実施形態では、プロセッサが、登録要求メッセージに基づいて、ネット
ワークスライス選択ポリシーを取得することは、
　送信機1310によって、ポリシー制御機能PCFエンティティに第1のメッセージを送信する
ことであって、第1のメッセージが第1のパラメータを含む、ことと、
　受信機1330によって、PCFエンティティが送信した第2のメッセージを受信することであ
って、第2のメッセージがネットワークスライス選択ポリシーを含む、ことと、
　を含み得る。
【０２４２】
　場合により、本出願の本実施形態で提供されるAMFは、メモリをさらに備えることがで
きる。メモリは、対応する命令および対応するデータを記憶するように構成されて、プロ
セッサがメモリから命令を呼び出し、データに対応する処理を実行するようにする。
【０２４３】
　図19は、本出願の一実施形態による、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティ
ティを示す。図19に示すように、AMFエンティティは、受信機1410と、プロセッサ1420と
、受信機1430と、を備えることができる。
【０２４４】
　受信機1410は、端末が送信した第1のメッセージを受信し、第1のメッセージが、第1の
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情報と、第1のネットワークスライス選択情報と、第2のネットワークスライス選択情報と
、を含み、第1の情報が、プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要求するため
の情報を含む。
【０２４５】
　プロセッサ1420は、第1のネットワークスライス選択情報に基づいて第1のセッション管
理制御機能SMFエンティティを判定し、第2のネットワークスライス選択情報に基づいて第
2のSMFエンティティを判定するように構成される。
【０２４６】
　送信機1430は、第2のメッセージを端末に送信し、第2のメッセージが第2の情報を含む
、第2の情報がPDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成される。
【０２４７】
　このようにして、その後端末がPDUセッションを確立するプロセスでは、端末は、対応
するS－NSSAIが、現在のVPLMNまたはHPLMN内のNSSPに基づいて正確に判定でき、次のケー
ス、すなわち、端末がPDUセッションを確立するとき、AMFエンティティが、端末が位置す
るネットワークに対応するS－NSSAIを見つけることができず、PDUセッション確立を完了
することができず、その結果、端末が通信を行うことができないというケースが回避され
る。
【０２４８】
　場合により、本出願の一実施形態では、第1のネットワークスライス選択情報は、訪問
先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の第1のアプリケーションに対応する単一のネット
ワークスライス選択支援情報S－NSSAIであり、第2のネットワークスライス選択情報は、
ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN内の第1のアプリケーションに対応するS－NSSAI
である。
【０２４９】
　本出願の別の実施形態では、第1のメッセージは、指示情報をさらに含み、指示情報は
、第1のネットワークスライス選択情報が訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の単
一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用される、ま
たは指示情報は、第1のネットワークスライス選択情報がホーム公衆陸上移動体ネットワ
ークHPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用される。従って、第1のメッセージを
受信した後、AMFエンティティは、第1のメッセージ内の指示情報に基づいて、第1のネッ
トワークスライス選択情報および第2のネットワークスライス選択情報を判定して、PDUセ
ッション確立をさらに完了する。
【０２５０】
　加えて、場合により、本出願の本実施形態で提供されるAMFエンティティは、メモリを
さらに備えることができる。メモリは、対応する命令および対応するデータを記憶するよ
うに構成されて、プロセッサがメモリから命令を呼び出し、データに対応する処理を実行
するようにする。
【０２５１】
　図20は、本出願の一実施形態による、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティ
ティを示す。図20に示すように、AMFエンティティは、受信機1510と、プロセッサ1520と
、送信機1530と、を備えることができる。
【０２５２】
　受信機1510は、端末が送信した第1のメッセージを受信し、第1のメッセージが、第1の
情報と、第1のネットワークスライス選択情報と、指示情報と、を含み、第1の情報が、プ
ロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報を含み、指示情報は
、第1のネットワークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の
端末の単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用さ
れる、またはネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネットワークVPLM
N内の端末のS－NSSAIであることを示すために使用される、ように構成される。
【０２５３】
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　プロセッサ1520は、指示情報に基づいて、第1のネットワークスライス選択情報がVPLMN
内の端末の単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであること、または第1の
ネットワークスライス選択情報がHPLMN内の端末のS－NSSAIであることを判定し、第1のネ
ットワークスライス選択情報に基づいて、第1のセッション管理制御機能SMFエンティティ
を選択し、第1のネットワークスライス選択情報およびVPLMN S－NSSAIとHPLMN S－NSSAI
との対応関係に関する情報に基づいて、第2のネットワークスライス選択情報を判定し、
第2のネットワークスライス選択情報に基づいて、第2のSMFエンティティを選択するよう
に構成される。
【０２５４】
　送信機1530は、第2のメッセージを端末に送信し、第2のメッセージが第2の情報を含む
、第2の情報がPDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成される。
【０２５５】
　本出願の本実施形態で提供される解決策が使用された後、AMFエンティティは、PDUセッ
ション確立を完了するために、第1のネットワークスライス選択情報および指示情報に基
づいて、使用するS－NSSAIを正確に判定できる。
【０２５６】
　本出願の一実施形態では、第1のネットワークスライス選択情報は、第1のアプリケーシ
ョンに対応するS－NSSAIである。
【０２５７】
　加えて、本出願の本実施形態で提供されるAMFエンティティは、プロセッサおよびメモ
リをさらに備えることができる。メモリは、対応する命令および対応するデータを記憶す
るように構成されて、プロセッサがメモリから命令を呼び出し、データに対応する処理を
実行するようにする。
【０２５８】
　本出願の一実施形態は、命令を含むコンピュータプログラム製品を提供し、命令がコン
ピュータ上で実行されるとき、図5から図8Aおよび図8Bの方法／ステップが実行される。
【０２５９】
　本出願の一実施形態は、命令を記憶するように構成されたコンピュータ可読記憶媒体を
提供し、命令がコンピュータ上で実行されるとき、図5から図8Aおよび図8Bの方法／ステ
ップが実行される。
【０２６０】
　本発明の上述の実施形態のすべてまたは一部は、ソフトウェア、ハードウェア、ファー
ムウェア、またはそれらの任意の組み合わせによって実施されてもよい。ソフトウェアが
実施形態を実装するために使用される場合、実施形態のすべてまたは一部は、コンピュー
タプログラム製品の形態で実装されてもよい。コンピュータプログラム製品は、1つ以上
のコンピュータ命令を含む。コンピュータプログラム命令がコンピュータにロードされて
実行されると、本発明の実施形態による手順または機能のすべてまたは一部が生成される
。コンピュータは、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、コンピュータネットワーク、
または他のプログラマブル装置であってもよい。コンピュータ命令は、コンピュータ可読
記憶媒体に記憶されてもよく、またはコンピュータ可読記憶媒体から別のコンピュータ可
読記憶媒体に送信されてもよい。例えば、コンピュータ命令は、ウェブサイト、コンピュ
ータ、サーバ、またはデータセンタから別のウェブサイト、コンピュータ、サーバ、また
はデータセンタに、有線（例えば、同軸ケーブル、光ファイバ、またはデジタル加入者線
（digital subscriber line、DSL））または無線（例えば、赤外線、電波、またはマイク
ロ波）方式で送信することができる。コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータによっ
てアクセス可能な任意の使用可能な媒体であってもよく、または1つ以上の使用可能な媒
体を一体化するサーバまたはデータセンタなどのデータ記憶装置であってもよい。使用可
能な媒体は、磁気媒体（例えば、フロッピーディスク、ハードディスクまたは磁気テープ
）、光学媒体（例えばDVD）、半導体媒体（例えば、ソリッドステートディスク）などで
あってもよい。
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【０２６１】
　上記の説明は、単に本出願の具体的な実施の例にすぎず、本出願の保護範囲を限定する
ことを意図するものではない。本出願において開示された技術的範囲内にあり、当業者に
よって容易に想到される、あらゆる変形や置き換えは、本出願の保護範囲内に含まれるも
のとする。従って、本出願の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲に属する。
【符号の説明】
【０２６２】
　　1　データネットワーク
　　2　データネットワーク
　　410　送信ユニット
　　420　受信ユニット
　　510　送信ユニット
　　520　受信ユニット
　　610　送信ユニット
　　620　受信ユニット
　　630　処理ユニット
　　710　受信ユニット
　　720　処理ユニット
　　730　送信ユニット
　　810　受信ユニット
　　820　処理ユニット
　　830　送信ユニット
　　910　受信ユニット
　　920　処理ユニット
　　930　送信ユニット
　　1010　送信機
　　1020　受信機
　　1110　送信機
　　1120　受信機
　　1210　送信機
　　1220　受信機
　　1230　プロセッサ
　　1310　受信機
　　1320　プロセッサ
　　1330　送信機
　　1410　受信機
　　1420　プロセッサ
　　1430　送信機
　　1510　受信機
　　1520　プロセッサ
　　1530　送信機
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【手続補正書】
【提出日】平成30年11月8日(2018.11.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セッション確立方法であって、前記方法は、
　端末によって、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティに第1のメッセージ
を送信するステップであって、前記第1のメッセージが、第1の情報と、第1のネットワー
クスライス選択情報と、第2のネットワークスライス選択情報と、を含み、前記第1の情報
が、プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報を含み、前記
第1のネットワークスライス選択情報は、前記AMFエンティティによって、第1のセッショ
ン管理制御機能SMFエンティティを選択するために使用され、前記第2のネットワークスラ
イス選択情報は、前記AMFエンティティによって、第2のSMFエンティティを選択するため
に使用される、ステップと、
　前記端末によって、前記AMFエンティティが送信した第2のメッセージを受信するステッ
プであって、前記第2のメッセージが、第2の情報を含み、前記第2の情報が、PDUセッショ
ン確立受諾情報を含む、ステップと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記第1のネットワークスライス選択情報は、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN
内の第1のアプリケーションに対応する単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSA
Iであり、
　前記第2のネットワークスライス選択情報は、ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN
内の前記第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIである、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記第1のメッセージは、指示情報をさらに含み、前記指示情報は、前記第1のネットワ
ークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の単一のネットワ
ークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用される、または前記指示
情報は、前記第1のネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネットワー
クHPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用される、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　セッション確立方法であって、前記方法は、
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティによって、端末が送信した第1のメ
ッセージを受信するステップであって、前記第1のメッセージが、第1の情報と、第1のネ
ットワークスライス選択情報と、第2のネットワークスライス選択情報と、を含み、前記
第1の情報が、プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報を含
む、ステップと、
　前記AMFエンティティによって、前記第1のネットワークスライス選択情報に基づいて、
第1のセッション管理制御機能SMFエンティティを判定し、前記第2のネットワークスライ
ス選択情報に基づいて、第2のSMFエンティティを判定する、ステップと、
　前記AMFエンティティによって、第2のメッセージを前記端末に送信するステップであっ
て、前記第2のメッセージが、第2の情報を含み、前記第2の情報が、PDUセッション確立受
諾情報を含む、ステップと、
　を含む、方法。
【請求項５】
　前記第1のネットワークスライス選択情報は、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN
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内の第1のアプリケーションに対応する単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSA
Iであり、
　前記第2のネットワークスライス選択情報は、ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN
内の前記第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIである、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記第1のメッセージは、指示情報をさらに含み、前記指示情報は、前記第1のネットワ
ークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の単一のネットワ
ークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用される、または前記指示
情報は、前記第1のネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネットワー
クHPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用される、請求項4に記載の方法。
【請求項７】
　端末であって、前記端末は、
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティに第1のメッセージを送信し、前記
第1のメッセージが、第1の情報と、第1のネットワークスライス選択情報と、第2のネット
ワークスライス選択情報と、を含み、前記第1の情報が、プロトコルデータユニットPDUセ
ッションの確立を要求するための情報を含み、前記第1のネットワークスライス選択情報
は、前記AMFエンティティによって、第1のセッション管理制御機能SMFエンティティを選
択するために使用され、前記第2のネットワークスライス選択情報は、前記AMFエンティテ
ィによって、第2のSMFエンティティを選択するために使用される、ように構成された送信
機と、
　前記AMFエンティティが送信した第2のメッセージを受信し、前記第2のメッセージが、
第2の情報を含み、前記第2の情報が、PDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成さ
れた受信機と、
　を備える、端末。
【請求項８】
　前記第1のネットワークスライス選択情報は、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN
内の第1のアプリケーションに対応する単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSA
Iであり、
　前記第2のネットワークスライス選択情報は、ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN
内の前記第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIである、請求項7に記載の端末。
【請求項９】
　前記第1のメッセージは、指示情報をさらに含み、前記指示情報は、前記第1のネットワ
ークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の単一のネットワ
ークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用される、または前記指示
情報は、前記第1のネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネットワー
クHPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用される、請求項8に記載の端末。
【請求項１０】
　端末であって、前記端末は、
　アクセスおよびモビリティネットワーク管理機能AMFエンティティに第1のメッセージを
送信し、前記第1のメッセージが、第1の情報と、ネットワークスライス選択情報と、指示
情報と、を含み、前記第1の情報が、プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要
求するための情報を含み、前記ネットワークスライス選択情報が、前記AMFエンティティ
によって、セッション管理制御機能SMFエンティティを選択するために使用され、前記指
示情報は、前記ネットワークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVP
LMN内の前記端末の単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示す
ために使用される、または前記指示情報は、前記ネットワークスライス選択情報が、ホー
ム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN内の前記端末のS－NSSAIであることを示すために使
用される、ように構成された送信機と、
　前記AMFエンティティが送信した第2のメッセージを受信し、前記第2のメッセージが、
第2の情報を含み、前記第2の情報が、PDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成さ
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れた受信機と、
　を備える、端末。
【請求項１１】
　前記ネットワークスライス選択情報が、第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIで
ある、請求項10に記載の端末。
【請求項１２】
　前記端末は、前記ネットワークスライス選択情報を判定するように構成されたプロセッ
サをさらに備える、請求項10または11に記載の端末。
【請求項１３】
　前記プロセッサが、前記ネットワークスライス選択情報を判定することは、
　第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIが、前記訪問先公衆陸上移動体ネットワー
クVPLMN内のネットワークスライス選択ポリシーに存在する場合、前記端末によって、前
記ネットワークスライス選択情報として前記S－NSSAIを判定すること、または
　前記第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIが、前記ホーム公衆陸上移動体ネット
ワークHPLMN内のネットワークスライス選択ポリシーに存在する場合、前記端末によって
、前記ネットワークスライス選択情報として前記S－NSSAIを判定すること
　を含む、請求項12に記載の端末。
【請求項１４】
　端末であって、前記端末は、
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティに登録要求メッセージを送信し、
前記登録要求メッセージが、第1のパラメータを含み、前記第1のパラメータが、ネットワ
ークスライス選択ポリシーを要求するために使用される、ように構成された送信機と、
　前記AMFエンティティによって送信された登録受諾メッセージを受信し、前記登録受諾
メッセージが、前記ネットワークスライス選択ポリシーを含む、ように構成された受信機
と、
　を備える、端末。
【請求項１５】
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティであって、前記AMFエンティティは
、
　端末が送信した第1のメッセージを受信し、前記第1のメッセージが、第1の情報と、第1
のネットワークスライス選択情報と、第2のネットワークスライス選択情報と、を含み、
前記第1の情報が、プロトコルデータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報
を含む、ように構成された受信機と、
　前記第1のネットワークスライス選択情報に基づいて、第1のセッション管理制御機能SM
Fエンティティを判定し、前記第2のネットワークスライス選択情報に基づいて、第2のSMF
エンティティを判定する、ように構成されたプロセッサと、
　第2のメッセージを前記端末に送信し、前記第2のメッセージが、第2の情報を含み、前
記第2の情報が、PDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成された送信機と、
　を含む、アクセスおよびモビリティ管理機能エンティティ。
【請求項１６】
　前記第1のネットワークスライス選択情報は、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN
内の第1のアプリケーションに対応する単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSA
Iであり、
　前記第2のネットワークスライス選択情報は、ホーム公衆陸上移動体ネットワークHPLMN
内の前記第1のアプリケーションに対応するS－NSSAIである、請求項15に記載のアクセス
およびモビリティ管理機能エンティティ。
【請求項１７】
　前記第1のメッセージは、指示情報をさらに含み、前記指示情報は、前記第1のネットワ
ークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内の単一のネットワ
ークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために使用される、または前記指示
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情報は、前記第1のネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆陸上移動体ネットワー
クHPLMN内のS－NSSAIであることを示すために使用される、請求項15または16に記載のア
クセスおよびモビリティ管理機能エンティティ。
【請求項１８】
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティであって、前記AMFエンティティは
、
　端末が送信した第1のメッセージを受信し、前記第1のメッセージが、第1の情報と、第1
のネットワークスライス選択情報と、指示情報と、を含み、前記第1の情報が、プロトコ
ルデータユニットPDUセッションの確立を要求するための情報を含み、前記指示情報は、
前記第1のネットワークスライス選択情報が、訪問先公衆陸上移動体ネットワークVPLMN内
の前記端末の単一のネットワークスライス選択支援情報S－NSSAIであることを示すために
使用される、または前記指示情報は、前記ネットワークスライス選択情報が、ホーム公衆
陸上移動体ネットワークHPLMN内の前記端末のS－NSSAIであることを示すために使用され
る、ように構成された受信機と、
　前記第1のネットワークスライス選択情報が前記VPLMN内の前記端末の前記S－NSSAIであ
る、または前記第1のネットワークスライス選択情報が前記HPLMN内の前記端末の前記S－N
SSAIであるという、前記指示情報に基づいて、判定し、前記第1のネットワークスライス
選択情報に基づいて、第1のセッション管理制御機能SMFエンティティを選択し、前記第1
のネットワークスライス選択情報と、VPLMN S－NSSAIとHPLMN S－NSSAIとの間の対応関係
に関する情報と、に基づいて、第2のネットワークスライス選択情報を判定し、前記第2の
ネットワークスライス選択情報に基づいて、第2のSMFエンティティを選択する、ように構
成されたプロセッサと、
　第2のメッセージを前記端末に送信し、前記第2のメッセージが第2の情報を含む、前記
第2の情報がPDUセッション確立受諾情報を含む、ように構成された送信機と、
　を含む、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティ。
【請求項１９】
　前記第1のネットワークスライス選択情報が、第1のアプリケーションに対応するS－NSS
AIである、請求項18に記載のAMFエンティティ。
【請求項２０】
　アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティであって、前記AMFエンティティは
、
　端末によって送信される登録要求メッセージを受信し、前記登録要求メッセージが第1
のパラメータを含み、前記第1のパラメータが、ネットワークスライス選択ポリシーを要
求するために使用される、ように構成された受信機と、
　前記登録要求メッセージに基づいて、ネットワークスライス選択ポリシーを取得するよ
うに構成されたプロセッサと、
　登録受諾メッセージを前記端末に送信し、前記登録受諾メッセージが、前記ネットワー
クスライス選択ポリシーを含む、ように構成された送信機と、
　を含み、
　前記プロセッサが、前記登録要求メッセージに基づいて、ネットワークスライス選択ポ
リシーを取得することは、
　前記送信機によって、ポリシー制御機能PCFエンティティに第1のメッセージを送信する
ことであって、前記第1のメッセージが前記第1のパラメータを含む、ことと、
　前記受信機によって、前記PCFエンティティが送信した第2のメッセージを受信すること
であって、前記第2のメッセージが前記ネットワークスライス選択ポリシーを含む、こと
と、
　を含む、アクセスおよびモビリティ管理機能AMFエンティティ。
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