
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
移動体通信網内の移動局に短メッセージを導く方法であって、
前記移動局のアドレスを短メッセージサービスセンタのアドレスに割り当てて連想短メッ
セージサービスセンタアドレスを作るステップと、
前記連想短メッセージサービスセンタアドレスをデータベースに記憶するステップと、
前記移動局の前記アドレスを含む前記短メッセージを前記移動体通信網に送るステップと
、
前記短メッセージを前記移動体通信網が受信すると、前記データベースから前記連想短メ
ッセージサービスセンタアドレスを検索 るステップと、
前記連想短メッセージサービスセンタアドレスを分析して、前記移動局が前記短メッセー
ジの受信が可能であるかどうか判定するステップと、
前記移動局が前記短メッセージの受信が可能な場合は前記連想短メッセージサービスセン
タアドレスを前記短メッセージ内に挿入するステップと、
前記短メッセージを前記連想短メッセージサービスセンタに転送し、または、
前記移動局が前記短メッセージの受信が可能でない場合は前記短メッセージの前記転送を
終了するステップ
とを含む、移動局に短メッセージを導く方法。
【請求項２】
前記短メッセージを前記短メッセージサービスセンタから前記移動局に転送するステップ
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を更に含む、請求項 1に記載の移動局に短メッセージを導く方法。
【請求項３】
前記送るステップは前記発信移動局が前記短メッセージを前記移動体通信網に送ることを
含む、請求項 1に記載の移動局に短メッセージを導く方法。
【請求項４】
前記連想短メッセージサービスセンタアドレスは個人郵便受けのアドレスを更に含む、請
求項 1に記載の移動局に短メッセージを導く方法。
【請求項５】
前記移動局の前記アドレスは移動局番号を含む、請求項 1に記載の移動局に短メッセージ
を導く方法。
【請求項６】
前記移動局が短メッセージを受信することができない場合は前記移動局は可能でない、請
求項 1に記載の移動局に短メッセージを導く方法。
【請求項７】
前記移動局が短メッセージサービスに加入していない場合は前記移動局は可能でない、請
求項 1に記載の移動局に短メッセージを導く方法。
【請求項８】
前記データベースは移動局加入者データベースを含む、請求項 1に記載の移動局に短メッ
セージを導く方法。
【請求項９】
前記転送するステップは、 ISUP初期アドレスメッセージを用いて前記短メッセージを回路
交換呼として前記短メッセージサービスセンタに転送することを更に含む、請求項 1に記
載の移動局に短メッセージを導く方法。
【請求項１０】
前記 ISUP初期アドレスメッセージは前記短メッセージが別の移動局から発信されたことの
標識を含む、請求項 9に記載の移動局に短メッセージを導く方法。
【請求項１１】
前記標識は前記 ISUP初期アドレスメッセージの発呼者カテゴリパラメータ内に短メッセー
ジエンティティ値を更に含む、請求項 10に記載の移動局 短メッセージを導く方法。
【請求項１２】
前記検索するステップより前に、前記 ISUP初期アドレスメッセージの発呼者番号パラメー
タは移動局番号を含む、請求項 9に記載の移動局に短メッセージを導く方法。
【請求項１３】
前記データベースはホーム位置レジスタを含む、請求項 1に記載の移動局に短メッセージ
を導く方法。
【請求項１４】
前記検索するステップは、前記ホーム位置レジスタに問い合わせるステップを含む、請求
項 13に記載の移動局に短メッセージを導く方法。
【請求項１５】
前記送るステップは、前記短メッセージを Q.931呼設定メッセージで前記移動体通信網に
送るステップを含む、請求項 1に記載の移動局に短メッセージを導く方法。
【請求項１６】
前記送るステップは発信移動局が行い、前記 Q.931呼設定メッセージは被呼者フィールド
を含み、前記被呼者フィールドは前記移動局の移動局番号を含む、請求項 15に記載の移動
局に短メッセージを導く方法。
【請求項１７】
前記検索するステップは前記移動局加入者データベースから短メッセージ処理情報を検索
するステップを更に含み、前記転送するステップは前記短メッセージ処理情報を前記短メ
ッセージサービスセンタに転送するステップを更に含む、請求項 8に記載の移動局に短メ
ッセージを導く方法。
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【請求項１８】
前記短メッセージ処理情報は前記移動局に関連する短メッセージサービスバージョンを含
む、請求項 17に記載の移動局に短メッセージを導く方法。
【請求項１９】
移動体通信網内の移動局に短メッセージを転送する方法であって、
前記移動局のアドレスを短メッセージサービスセンタのアドレスに割り当てて連想短メッ
セージサービスセンタアドレスを作るステップと、
前記連想短メッセージサービスセンタアドレスをデータベースに記憶するステップと、
前記短メッセージを前記移動体通信網が受信すると、前記データベースに問い合わせて前
記連想短メッセージサービスセンタアドレスを検索するステップと、
前記連想短メッセージサービスセンタアドレスを分析して前記移動局は前記短メッセージ
の受信が可能かどうか判定するステップと、
前記移動局が可能な場合は訪問先移動体サービスセンタアドレスを検索するステップと、
前記訪問先移動体サービスセンタアドレスを前記短メッセージに挿入するステップと、
前記短メッセージを前記訪間先移動体サービスセンタアドレスに転送

す
るステップ
とを含む、移動局に短メッセージを転送する方法。
【請求項２０】
前記転送するステップは、前記連想短メッセージサービスセンタアドレスを参照する複数
の短メッセージサービスセンタアドレスの 1つを選択するステップを更に含む、請求項 19
に記載の移動局に短メッセージを転送する方法。
【請求項２１】
移動体網内の複数の移動局の特定の 1つに短メッセージを転送するのに用いるシステムで
あって、
前記移動体網と通信するために相互接続する複数の移動局と、
複数の短メッセージサービスセンタであって、前記移動体網と通信するために相互接続し
、前記複数の移動局はそれぞれ前記複数の短メッセージサービスセンタの 1つに関連する
、複数の短メッセージサービスセンタと、
前記複数の短メッセージサービスセンタのそれぞれに接続し、前記複数の移動局の特定の
1つに関連する前記複数の短メッセージサービスセンタの前記 1つに前記短メッセージを転
送する、交換網と、
前記交換網に接続し、前記複数の移動局のそれぞれと前記複数の短メッセージサービスセ
ンタの間の前記結合の 1つを示す複数の連想アドレスを記憶する、加入者データベース、
を含み、
前記交換網は少なくともゲートウエイ移動体サービスセンタを含み、前記加入者データベ
ースはホーム位置レジスタを含み、前記ホーム位置レジスタは前記ゲートウエイ移動体サ
ービスセンタに接続して、前記複数の移動体端末の前記特定の 1つが前記短メッセージの
受信が可能かどうか判定し、前記複数の移動体端末の前記特定の 1つが可能でない場合は
前記短メッセージを終了する、
短メッセージを転送するシステム。
【請求項２２】
前記交換網は複数の移動体サービスセンタを含む、請求項 21に記載の短メッセージを転送
するシステム。
【請求項２３】
前記複数の移動体サービスセンタは、少なくとも 1つの訪問先移動体サービスセンタと、
前記訪問先移動体サービスセンタに接続するゲートウエイ移動体サービスセンタと、前記
ゲートウエイ移動体サービスセンタに接続する短メッセージサービス網間接続移動体サー
ビスセンタを含む、請求項 22に記載の短メッセージを転送するシステム。
【請求項２４】
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前記短メッセージは、前記訪問先移動体サービスセンタと、前記ゲートウエイ移動体サー
ビスセンタと、前記短メッセージサービス網間接続移動体サービスセンタとの間に ISUP初
期アドレスメッセージで転送され、前記訪問先移動体サービスセンタは前記短メッセージ
が前記複数の移動局の別の 1つから発信されたものであるという標識を持つ前記短メッセ
ージを転送する、請求項 23に記載の短メッセージを転送するシステム。
【請求項２５】
前記加入者データベースはホーム位置レジスタを含む、請求項 21に記載の短メッセージを
転送するシステム。
【請求項２６】
前記 ISUP初期アドレスメッセージ内の前記標識は発呼者カテゴリパラメータ内の短メッセ
ージエンティティ値を更に含む、請求項 24に記載の短メッセージを転送するシステム。
【請求項２７】
前記交換網は前記ゲートウエイ移動体サービスセンタに接続する訪問先移動体サービスセ
ンタを更に含み、前記ホーム位置レジスタは前記短メッセージが別の移動局から発信され
たものでない場合は前記訪問先移動体サービスセンタのアドレスを送り返す、請求項 21に
記載の短メッセージを転送するシステム。
【発明の詳細な説明】
発明の背景

この発明は一般に無線電気通信の分野に関し、詳しく述べると、セルラ通信システムにお
いて短いテキストメッセージを移動体加入者に転送することに関する。

移動体通信用グローバルシステム（ＧＳＭ）は、欧州のいくつかの国で標準として導入さ
れているディジタル移動体セルラ無線電話システムである。ＧＳＭで支援されている基本
的な電気通信サービスは、固定局と移動体加入者の間の双方向音声通信と、ＣＣＩＴＴグ
ループ３ファクシミリ送信と、９６００ビット／秒の最大レートの同期及び非同期データ
送信である。
ＧＳＭで支援されている特殊の電気通信サービスは短メッセージサービス（ＳＭＳ）であ
る。ＳＭＳにより、ＧＳＭは移動局の間で信号チャンネルを用いてそれぞれ最大１６０英
数字の長さの短いテキストメッセージを送ることができる。短メッセージの着信移動局が
動作していない場合やカバレージエリアから離れている場合は、そのメッセージは短メッ
セージサービスセンタ（ＳＭＳ－Ｃ）内に記憶される。移動局が動作を再開しまたはカバ
レージエリアに戻ると、ＳＭＳ－Ｃは移動局にそのメッセージを転送する。またＳＭＳは
、データ網内の短メッセージサービス端末（ＳＭＴ）とＧＳＭ移動局との間に短メッセー
ジを転送することができる。
ＧＳＭは交換サブシステムと基地局サブシステムに分かれる。移動局からの呼は基地局サ
ブシステムの一部である基地トランシーバ局が受信する。基地トランシーバ局は地理的サ
ービスエリア内の個々のセルを定義する。また基地局サブシステム内の基地局コントロー
ラは一群の基地トランシーバ局（セル）を制御する。多数の基地局コントローラは、交換
サブシステムの一部である移動体サービス交換センタ（ＭＳＣ）からサービスを受ける。
ＭＳＣは他の電話及びデータ通信システム、例えば公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）や、ディ
ジタル総合サービス網（ＩＳＤＮ）や、公衆陸上移動体網や、その他の種々の公衆及び自
営データ網など、との間の呼を制御する。
他の網（例えばＰＳＴＮ）のユーザがＧＳＭ加入者を呼び出すと、呼はゲートウエイＭＳ
Ｃ（ＧＭＳＣ）に接続される。ＧＭＳＣは、交換サブシステム内のデータベースであるホ
ーム位置レジスタ（ home location register）（ＨＬＲ）に問い合わせてＧＳＭ加入者の
位置を見つける。ＨＬＲは現在のＭＳＣエリア内のＧＳＭ加入者のアドレスを提供する。
ＧＭＳＣは呼をそのＭＳＣに導く。ＧＳＭ加入者の現在の位置は、現在そのＭＳＣのエリ
ア内に居る全てのＧＳＭ加入者に関する情報を含むデータベースであるビジタ位置レジス
タ（ＶＬＲ）内に保持される。ＧＳＭ加入者が新しいＭＳＣエリアにローミング（ roamin
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g）した場合は、新しいＭＳＣに関連するＶＬＲはその加入者に関する情報をＨＬＲに要
求する。同時に、ＨＬＲはその加入者が居る新しいＭＳＣエリアに関する情報を受ける。
ＧＳＭでは、短メッセージは移動体発信かまたは移動体着信である。移動体発信の短メッ
セージは移動体端末から基地トランシーバ局を経て訪問先ＭＳＣに送られる。訪問先ＭＳ
Ｃは発信移動体端末から与えられるＳＭＳ－Ｃにこのメッセージを転送する。ＳＭＳ－Ｃ
はこのメッセージを宛先（移動局またはデータ網内の端末）に転送する。
移動体着信の短メッセージはユーザからＳＭＳ－Ｃに直接送られる。ＳＭＳ－Ｃはこのメ
ッセージを短メッセージサービス・ゲートウエイ移動体サービスセンタ（ＳＭＳ－ＧＭＳ
Ｃ）に転送する。ＳＭＳ－ＧＭＳＣは伝送する情報を関連するＨＬＲに問い合わせて、こ
のメッセージを該当するＭＳＣに再び経路指定する。着信移動局が呼び出されて、ＭＳＣ
と移動局の間の接続が設定される。設定が終わると、ＭＳＣは信号チャンネル（例えば、
自立専用制御チャンネルすなわちＳＤＣＣＨ）を経てＳＭＳ－Ｃ内のメッセージを移動局
に転送する。メッセージの伝送に成功すると、成功通知がＭＳＣから発信ＳＭＳ－Ｃに送
られる。伝送に失敗するとＨＬＲはその通知を受け、また失敗通知がＭＳＣから発信ＳＭ
Ｓ－Ｃに送られる。成功通知または失敗通知は、ＳＭＳ－Ｃによりメッセージの発信者に
送ることができる。多くのＳＭＳ－Ｃが移動体網に接続されている場合（例えば網のＳＭ
Ｓ容量を増やすため）は大きな問題が起こる。例えば、多くの移動体加入者はそれぞれ個
人郵便受けを持つことができる。個人郵便受けはＳＭＳ－Ｃ内の或る（メモリ）位置であ
って、到着短メッセージを処理する（例えば、到着短メッセージをＥメール書式に変換し
てＥメール着信ボックスに導き、または到着メッセージをいくつかの発信アドレスから選
別する）ための加入者プロフィルを含む。特に、個人郵便受けという概念が正常に働くの
は、特定の加入者向けの全ての短メッセージがその加入者の個人郵便受けを通る場合だけ
である。言い換えると、加入者の到着短メッセージは全て加入者の個人郵便受けを含む１
つのＳＭＳ－Ｃを通らなければならない。しかし移動局はサービス位置を次々にローミン
グする可能性があるので、各ＭＳＣにより網に接続される異なるＳＭＳ－Ｃは特定の加入
者向けの異なる短メッセージを記憶することになる。したがって、従来の短メッセージサ
ービスは個人郵便受けの概念とは両立しない。
多くのＳＭＳ－Ｃが移動体網に接続された場合は別の重大な問題が起こる。移動体網が短
メッセージ呼出し機能を持つ（例えば、移動局が網に接触したのでメッセージを送ること
ができるとＳＭＳ－Ｃに知らせる）場合は、その移動体加入者向けのメッセージを保有し
ている全てのＳＭＳ－Ｃが呼び出される。特定の移動体加入者向けの短メッセージを異な
るＳＭＳ－Ｃに記憶することはＳＭＳと網の容量の大きな浪費である。しかし更に重要な
ことは、別々のＳＭＳ－Ｃがそれぞれのメッセージを特定の移動局に送り出そうとすると
、これらの別々の送出は調整されていないのでメッセージが衝突することである。
発明の要約
この発明の目的は、メッセージの発信者から短メッセージを着信移動体加入者に固定的に
関連する短メッセージサービスセンタに直接転送するための方法と装置を提供することで
ある。
またこの発明の目的は、短メッセージサービス加入者に実際的な個人郵便受け機能を提供
することである。
この発明の別の目的は、メッセージの送出を調整してメッセージの衝突と容量の浪費を最
小にする短メッセージサービスを提供することである。
この発明の１つの態様では上記の目的を達成するため、各移動体加入者を特殊のＳＭＳ－
Ｃのアドレスに関連づけて連想データを網データベース内に記憶して、移動体加入者間に
短メッセージを転送するという、方法と装置を用いる。加入者が個人郵便受け（ mailbox
）を持つ場合は、その郵便受けはその加入者に関連する特殊のＳＭＳ－Ｃ内にある。その
特殊のＳＭＳ－Ｃはその加入者の移動局に送り出される全ての短メッセージを処理し、個
人郵便受けがある場合はこれを通してメッセージを送ることができる。
【図面の簡単な説明】
この発明の方法と装置は、添付の図面を参照して以下の詳細な説明を読むことによりよく
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理解できる。
図１はセルラ移動体電気通信システムの最高レベルのブロック図であって、この発明の好
ましい実施の形態において短メッセージを移動体加入者に転送する方法と装置を示す。
図面の詳細な説明
この発明の好ましい実施の形態とその利点は図１を参照すればよく理解できる。
図１はセルラ移動体電気通信システムの最高レベルのブロック図であって、この発明の好
ましい実施の形態において短メッセージを移動体加入者に転送する方法と装置を示す。図
１に示す実施の形態は、ＰＤＣ（ Personal Digital Cellular）システム型の構成におい
て特定の移動体加入者に短メッセージを転送する方法を示す。しかし図の実施の形態は単
なる例示であって、この発明はこれに限定されるものではない。本質的に、この発明の概
念は任意の移動体通信システムの加入者に短メッセージを転送するのに広く用いることが
できる。
図１に示すセルラ通信システム１０は、エアインターフェース１３により移動体網１６内
の訪問先ＭＳＣ（ＶＭＳＣ）１４に接続する（例えば、明示していないトランシーバ基地
局を経て）加入者移動局（Ａ）１２を含む。ＶＭＳＣ１４は特定の制御エリア内にある全
ての移動局のための交換機能を持つ。またＶＭＳＣ１４はその制御エリア内の全ての移動
体加入者の加入者データの写しを保管する。ユーザは、移動体網（ＰＬＭＮ１６など）内
の複数の加入者の１つであるＭＳ１２を経て、短メッセージを発信する（または受信する
）。この実施の形態では、図１に示すＰＬＭＮ（１６）は日本で運営されているＰＤＣシ
ステムの１つのバージョンである。ＶＭＳＣ１４はデータ通信線１５によりゲートウエイ
移動体サービス交換センタ（ＧＭＳＣ）１８に接続する。
ＧＭＳＣ１８は信号網（例えば第７信号網 (number 7 signaling network)）１９によりホ
ーム位置レジスタ（ＨＬＲ）２０に接続する。ＨＬＲ２０はＰＬＭＮ１６に登録されてい
る全ての加入者の個人加入者データを記憶し制御するデータベースである。またＨＬＲ２
０は各加入者移動局の現在の位置（すなわち、各移動局が現在居るＭＳＣ位置エリア）に
関する情報を含む。移動体発信の短メッセージでは、ＧＭＳＣ１８は呼び出された移動局
の位置を決定しなければならない。ＧＭＳＣ１８はＨＬＲ２０に問い合わせ、ＨＬＲ２０
は（後で説明するように）呼び出された移動局に固定的に関連する特定のＳＭＳ－Ｃのア
ドレスを送り返す。
図１に示す実施の形態では、ＧＭＳＣ１８はデータ通信線２１によりＳＭＳ網間接続ＭＳ
Ｃ（ＳＭＳ－ＩＷＭＳＣ）２２に接続する。ＳＭＳ－ＩＷＭＳＣ２２はデータ通信線２３
により着信ＳＭＳ－Ｃ２４に接続する。着信ＭＳ（Ｂ）が網１６と接触するとき、ＳＭＳ
－Ｃ２４は網１６を通してＭＳ（Ｂ）に接続することができる。後で詳細に説明するよう
に、好ましい実施の形態のＳＭＳ－Ｃ２４は短メッセージを記憶してこの着信ＭＳに転送
する専用ＳＭＳ－Ｃである。したがって、ＳＭＳ－Ｃ２４はＭＳ（Ｂ）の加入者の個人郵
便受けを記憶して保持するよう構成してよい。
また図１は、この発明の好ましい実施の形態において、移動体発信の短メッセージを設定
して特定のＰＬＭＮ加入者に送るステップを示す。一般に好ましい方法では、各移動体加
入者と特定のＳＭＳ－Ｃアドレスとを関連させて、連想データを網データベース（例えば
ＨＬＲ２０）内に記憶する。加入者が個人郵便受けを有する場合は、その郵便受けはその
加入者に固定的に関連する特殊のＳＭＳ－Ｃ内にある。この特殊のＳＭＳ－Ｃはその加入
者の移動局への全ての短メッセージの送出を扱い、個人郵便受けがあればそれを通して送
ることができる。
好ましい方法は本質的に、短メッセージの送り先である着信移動局の移動局番号（ＭＳＮ
）をＱ．９３１呼制御設定メッセージの被呼者番号（ＣＤＮ）に挿入する。したがって、
発信加入者はＳＭＳ－Ｃアドレスを与える必要はない。設定メッセージが送られると、着
信ＭＳＮがＧＭＳＣからＨＬＲに与えられる。ＨＬＲはその着信ＭＳと固定的に関連する
特殊のＳＭＳ－Ｃのアドレスを送り返す。またこのときＨＬＲは、着信ＭＳがＳＭＳ可能
（例えば、着信ＭＳが短メッセージを受けることができる、および／または着信ＭＳがＳ
ＭＳ加入者である）かどうか確認する。可能でない場合は短メッセージ過程は直ぐ終了す

10

20

30

40

50

(6) JP 3916004 B2 2007.5.16



るので、無効の短メッセージを不必要に処理することは最小限になり、網の交換容量と送
信コストを大幅に節約することができる。可能な場合は、有効な短メッセージがＧＭＳＣ
から着信ＭＳに固定的に関連する特定のＳＭＳ－Ｃに転送される。
例えば、図１を再び参照して、移動局１２のユーザが短メッセージを移動局（Ｂ）に送り
たいときは、ユーザはメニューにアクセスして短メッセージ制御データを選択する。この
制御データは、被呼者番号すなわち移動局（Ｂ）のアドレスや、有効期間（例えば、着信
ＳＭＳ－Ｃがメッセージを廃棄する期限）や、好ましい送出時、などである。ユーザは短
メッセージテキストをタイプして入れることもできる。好ましくは、ユーザはキーパッド
を用いて英数字を移動局内のメモリ位置にタイプして入れる。
図１のステップ３０で、短メッセージを送るようユーザが移動局１２に「命令する」（例
えば「送り」キーを押して）と、移動局は指定された短メッセージテキストとＱ．９３１
呼制御設定メッセージ内の制御データを送信する。短メッセージテキストはＱ．９３１ユ
ーザ・ユーザ情報（ＵＵＩ）要素内に挿入され、着信移動局のＭＳＮはＱ．９３１ＣＤＮ
情報要素内に挿入され、短メッセージ制御データの残りは新しいＳＭＣＩＥ（Ｑ．９３１
呼制御設定固定シフトコードセット６情報要素により作成され定義される）内に挿入され
る。
好ましくは、移動局１２は通常の呼設定手続きとして短メッセージ呼設定を行う。言い換
えると、ＭＳはランダムアクセスを行い、信号制御チャンネル上に層２信号リンクを確立
する。これにより、Ｑ．９３１呼制御設定メッセージ（着信移動体のアドレスと、短メッ
セージテキスト情報及び制御データを含む）は網に送られる。
好ましい実施の形態では、Ｑ．９３１呼制御設定メッセージ内に挿入されたＳＭＣＩＥは
複数の８ビットのデータフィールド（オクテット）を含む。例えば、ＳＭＣＩＥは、８ビ
ットのＳＭＣＩＥ識別子フィールドと別の８ビットのＳＭＣＩＥ長さ標識フィールドを含
む。またＳＭＣＩＥはＳＭＣＩＥ内に含まれる短メッセージ制御データ要素（有効期間な
ど）毎に、８ビットの識別子フィールドと別の８ビットの長さ標識フィールドを含む。こ
れらの識別子や長さ標識フイールドにより、ＶＭＳＣ１４はＳＭＣＩＥから短メッセージ
制御データを効率的に引き出すことができる。またＳＭＣＩＥは、８ビットの識別子フィ
ールドと８ビットの長さ標識フィールドを含む短メッセージバージョンのデータフィール
ドを含む。この短メッセージバージョンのデータフィールドを用いて、ＳＭＣＩＥの次の
フィールドに含まれる短メッセージ制御データの型について着信ＳＭＳ－Ｃ２４に通知す
ることができる。この機能により、着信ＳＭＳ－Ｃ２４は移動局のＳＭＳバージョンと型
を容易に区別することができる。
Ｑ．９３１設定メッセージ内に移動局から新しいＳＭＣＩＥを挿入することにより、ＶＭ
ＳＣ１４は呼をＳＭＳ呼として識別する。ステップ３２で、ＶＭＳＣ１４は第７信号に基
づくＩＳＤＮユーザ部（ＩＳＵＰ）プロトコル（通常の呼送信にも用いられる）を用いて
、着信ＭＳＮ（Ｂ）と短メッセージテキストと制御データを含むＳＭＳ呼をＧＭＳＣ１８
に転送する。ＶＭＳＣ１４からのＩＳＵＰ初期アドレスメッセージ（ＩＡＭ）は、移動局
１２から受信した被呼者番号（着信ＭＳのアドレス）を運ぶ。ＶＭＳＣ１４は呼が短メッ
セージである（すなわち、短メッセージ要素が設定メッセージ内に含まれている）ことを
知っているので、ＩＡＭ発呼者カテゴリ（ＣＰＣ）フィールドは「短メッセージエンティ
ティ」（ＳＭＥ）に設定される。ＶＭＳＣ１４は移動局から受信したＱ．９３１ＵＵＩ要
素内の短メッセージテキストを取り出し、テキストデータをＩＳＵＰユーザ・ユーザ情報
（ＵＵＩ）パラメータ内に挿入する。ＵＵＩは、重要であることを明示したユーザ・ユー
ザサービス１を用いて転送される。ＩＳＵＰプロトコルにより、Ｑ．９３１情報要素をＩ
ＳＵＰアクセス伝送（ＡＴ）パラメータ内に転送することができる。ＶＭＳＣは、固定シ
フト６要素とＳＭＣＩＥ短メッセージ制御情報をＩＳＵＰ  ＡＴパラメータ内に挿入する
。
ステップ３４で、ＧＭＳＣ１８は受信したＩＳＵＰ  ＩＡＭ内の着信ＭＳＮ（Ｂ）を取り
出して分析する。ＣＤＮはＭＳＮにセットされているので、ＧＭＳＣ１８は標準の着呼経
路選択検索・移動体応用部（ＭＡＰ）プロトコルを用いてＨＬＲ２０に問い合わせる。Ｈ
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ＬＲ２０へのＭＡＰメッセージはＣＤＮフィールド内に着信ＭＳＮ（Ｂ）を、またＣＰＣ
フィールド内に値「ＳＭＥ」を含む。値「ＳＭＥ」がＣＰＣフィールド内にあるので、Ｈ
ＬＲ２０はこの呼が移動局からのＳＭＳ呼であることを知る。ステップ３６で、ＨＬＲ２
０はデータベースをチェックして、着信ＭＳ（Ｂ）がＳＭＳ可能かどうか判断する。可能
でない場合は、ＧＭＳＣは直ぐ呼を終了する。
ステップ３８で、着信ＭＳ（Ｂ）がＳＭＳ可能な場合は、ＨＬＲ２０はＳＭＳ－Ｃ経路選
択番号（ＲＮ）または着信加入者に固定的に関連する特定のＳＭＳ－Ｃ（２４）のアドレ
スを、標準のＭＡＰメッセージでＧＭＳＣ１８に送り返す。ステップ４０で、ＧＭＳＣ１
８は着信ＳＭＳ－ＣのアドレスをＩＳＵＰ  ＩＡＭのＣＤＮフィールドに挿入してＳＭＳ
－ＩＷＳＭＣ２２に転送する。またＩＡＭは、ＣＰＣ内に値「ＳＭＥ」を、ＵＵＩ内に短
メッセージテキストを、ＡＴフィールド内に短メッセージ制御情報を含む。ＳＭＳ－ＩＷ
ＳＭＣ２２は短メッセージテキスト情報とＩＳＵＰ  ＩＡＭ内の制御データを着信ＳＭＳ
－Ｃ（２４）に導く。短メッセージが送出可能なときは、ＳＭＳ－Ｃ２４はメッセージを
着信ＭＳ（Ｂ）に転送する。特に、短メッセージがこの着信移動体加入者に固定的に関連
する特殊のＳＭＳ－Ｃに送出されたので、未調整のメッセージが異なるＳＭＳ－Ｃから転
送されるために生じるメッセージの衝突はあり得ない。また短メッセージは着信ＳＭＳ－
Ｃに直接転送されるので、複数のＳＭＳ－Ｃを渡る（ hop）ことによる送信や交換容量の
浪費は完全に避けられる。
この発明の方法と装置の好ましい実施の形態について図に示しまた上の詳細な説明で説明
したが、この発明はここに開示された実施の形態に限られるものではなく、特許請求の範
囲に規定されたこの発明の精神から逸れずに種々の再配列や変更や代替が可能である。
例えば図１を修正して、各ＶＭＳＣ１４とＧＭＳＣ１８とＳＭＳ－ＩＷＭＳＣ２２を１つ
のＭＳＣノードに、また図のＨＬＲ２０を加入者データベースに置き換えることはこの発
明の範囲内である。加入者データベースは、インテリジェント網内のサービス制御点（Ｓ
ＣＰ）でよい。これらのＭＳＣノードは交換ノードであって、発信移動局と通信し、加入
者データベースに問い合わせ、特殊の着信ＳＭＳ－Ｃに接続することができる。または１
つのＭＳＣの代わりに３つのＭＳＣノードを用いてよい。
発信移動局は、適当な呼プロトコルを用いてエアインターフェースにより短メッセージ（
着信移動局のアドレスを含む）をＰＬＭＮに送る。ＰＬＭＮは、任意の適当なプロトコル
を用いてこの短メッセージを内部で交換ノード間に転送する。交換ノードの１つは加入者
データベースに問い合わせて、移動局のアドレスやこれが移動局から送られた短メッセー
ジであることを示す情報をデータベースに転送する。データベースは着信移動局がＳＭＳ
可能かどうか判定する。可能でない場合は短メッセージは終了する。可能な場合は、デー
タベースは着信移動局に固定的に関連するＳＭＳ－Ｃのアドレスを送り返す。短メッセー
ジはＰＬＭＮを経てＳＭＳ－Ｃに転送される。メッセージの転送は任意の適当なプロトコ
ル（例えばＭＡＰ）を用いて実現される。
発信移動局は、着信ＰＬＭＮ１６以外の訪問先ＰＬＭＮ内のＶＭＳＣを経て短メッセージ
を送ってもよい。この場合は、ＶＭＳＣは上に述べた手続きを用いて着信ＰＬＭＮ１６の
ＧＭＳＣ１８に短メッセージを直接転送することができる。または、ＶＭＳＣは訪問先Ｐ
ＬＭＮ内のＧＭＳＣに短メッセージ呼を転送し、訪問先ＰＬＭＮ内のＧＭＳＣは着信ＰＬ
ＭＮ１６内のＨＬＲ２０に問い合わせた後でＳＭＳ－ＩＷＭＳＣ２２に短メッセージ呼を
転送してよい（上述の通り）。
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【 図 １ 】
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