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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パケットネットワークへのインタフェースと、
　モバイルネットワークへのインタフェースと、
　前記インタフェースに接続されたパケットネットワークとモバイルネットワークとの間
で通信されるメッセージのプロトコル変換を実行するためのプロセッサとを備えるゲート
ウエイであって、
　前記プロセッサが、前記パケットネットワークにおけるユーザのプレゼンス情報を検出
しかつ維持するための、及び前記パケットネットワークにおけるユーザのプレゼンス状態
を前記モバイルネットワークで使用されているフォームにマッピングするためのプレゼン
ス管理ファンクションを有し、
　前記ゲートウェイが、前記プレゼンス管理ファンクションが前記パケットネットワーク
における宛先ユーザデバイスのプレゼンスを決定した場合に、メッセージの前記パケット
ネットワークへの配信を制御するためのメッセージルーティング及びメッセージ配信管理
ファンクションを有し、
　前記メッセージ配信管理ファンクションが、
　前記パケットネットワークにおける前記宛先ユーザデバイスのプレゼンスを調査し、そ
れが存在する場合には、前記メッセージを前記パケットネットワークに転送し、それが存
在しないか又はそれ以外の理由によりメッセージの転送が失敗した場合には、フラグを設
定し、かつ前記宛先ユーザデバイスが前記パケットネットワークに存在する場合は、フラ
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グが設定されていることを検出しかつ発信モバイルネットワークエンティティに通知して
、メッセージの配信を再度試みるように該モバイルネットワークエンティティをトリガす
ることによって、前記モバイルネットワークの蓄積交換配信能力を前記パケットネットワ
ークに拡張するための手段を有するゲートウエイ。
【請求項２】
　前記プレゼンス管理ファンクションが、インターネットプロトコル（ＩＰ）ネットワー
クの外部セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）レジストラにアクセスするためのインタフ
ェースを有する請求項１に記載のゲートウエイ。
【請求項３】
　前記インタフェースがＳＩＰエントリのキャッシュを維持する請求項２に記載のゲート
ウエイ。
【請求項４】
　前記プレゼンス管理ファンクションが、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）レジスト
ラとして動作する請求項１乃至３のいずれかに記載のゲートウエイ。
【請求項５】
　前記プレゼンス管理ファンクションがユーザのデバイス能力を記憶し、かつ、前記プロ
セッサが、デバイス能力に基づいてメッセージ配信プロトコルを選択するためのプロトコ
ル変換ファンクションを有する請求項１乃至４のいずれかに記載のゲートウエイ。
【請求項６】
　前記ルーティングファンクションが、モバイルネットワークフォーマットのアドレスを
パケットネットワークフォーマットのアドレスに変換する請求項１に記載のゲートウエイ
。
【請求項７】
　前記ルーティングファンクションが、或るネットワークからの単一のメッセージを別の
ネットワークの多数のアドレスにルーティングする請求項１に記載のゲートウエイ。
【請求項８】
　前記ルーティングファンクションがパケットネットワークブロードキャストサービスと
インタフェースする請求項７に記載のゲートウエイ。
【請求項９】
　前記ゲートウエイが、モバイルネットワークエンティティをエミュレートするためのイ
ンタフェースを有する請求項１に記載のゲートウエイ。
【請求項１０】
　前記インタフェースのエミュレーション機能によって、従来のモバイルネットワークの
再構成なしに前記ゲートウエイの動作が可能である請求項９に記載のゲートウエイ。
【請求項１１】
　前記インタフェースが、前記パケットネットワークのユーザがアクティブになっている
ことを前記モバイルネットワークのネットワークエンティティに通知する請求項９に記載
のゲートウエイ。
【請求項１２】
　前記インタフェースが、前記パケットネットワークのユーザがアクティブになっている
ことを前記モバイルネットワークのショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）に
通知する請求項９に記載のゲートウエイ。
【請求項１３】
　前記インタフェースが、メッセージからＵＲＬを抽出し、モバイルネットワークエンテ
ィティから配信のために提出されたメッセージに据置き肯定応答を提供し、かつ前記パケ
ットネットワークのユーザがアクティブになっていることを前記モバイルネットワークエ
ンティティに通知する請求項９に記載のゲートウエイ。
【請求項１４】
　前記インタフェースが、メッセージからＵＲＬを抽出し、ショートメッセージサービス
センター（ＳＭＳＣ）から配信のために提出されたメッセージに据置き肯定応答を提供し
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、かつ前記パケットネットワークのユーザがアクティブになっていることを前記ＳＭＳＣ
に通知する請求項９に記載のゲートウエイ。
【請求項１５】
　前記プレゼンス管理ファンクションが通知の信号を送って、前記パケットネットワーク
のユーザが配信を待っているメッセージの目的とする受信者であるかどうかをモバイルネ
ットワークエンティティに通知し、前記通知の信号によって、直接一致基準から部分一致
基準までの範囲に亘るモバイルネットワークエンティティの検索基準が動的に特定される
請求項１に記載のゲートウエイ。
【請求項１６】
　前記ゲートウエイが、ネットワークエンティティのメッセージを修正して該メッセージ
の宛先アドレスを変更するための手段を有する請求項１に記載のゲートウエイ。
【請求項１７】
　前記メッセージ配信管理ファンクションが、前記パケットネットワークのユーザへの配
信を待っているメッセージを記憶するメッセージ発信モバイルネットワークエンティティ
のアドレスを記憶するための、及び前記ユーザが前記パケットネットワークに存在すると
きに前記モバイルネットワークエンティティに通知するための手段を有する請求項１に記
載のゲートウエイ。
【請求項１８】
　前記メッセージ配信管理ファンクションが、前記パケットネットワークのユーザへの配
信を待っているメッセージを記憶する複数のメッセージ発信モバイルネットワークエンテ
ィティのアドレスを記憶するための、及び前記ユーザが前記パケットネットワークに存在
するときに前記モバイルネットワークエンティティに通知するための手段を有する請求項
１に記載のゲートウエイ。
【請求項１９】
　前記ネットワークエンティティがショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）で
ある請求項１５乃至１８のいずれかに記載のゲートウエイ。
【請求項２０】
　モバイルネットワークとパケットネットワークとの間で通信するための方法であって、
　前記モバイルネットワークのモバイル機器が、請求項１に記載される前記ゲートウエイ
のアドレスと、前記パケットネットワークにおけるユーザのアドレスとを有するメッセー
ジを送信し、
　前記モバイルネットワークのエンティティが前記メッセージを前記ゲートウエイのイン
タフェースにルーティングし、かつ前記ゲートウエイのインタフェースが前記メッセージ
を受け取り、
　前記ゲートウエイが、前記メッセージから前記ユーザのパケットネットワークアドレス
を取り除き、かつ前記メッセージを前記パケットネットワークのユーザに、該メッセージ
の宛先アドレスとして前記ユーザのパケットネットワークアドレスを用いてルーティング
する過程を有する方法。
【請求項２１】
　前記ゲートウエイが、前記パケットネットワークのユーザのアドレスを前記モバイルネ
ットワークの標準プロトコルのアドレスに関連づけるテーブルを維持し、かつ後のメッセ
ージについては、前記モバイルネットワークの前記モバイル機器が前記モバイルネットワ
ーク標準プロトコルのアドレスのみを有し、かつ前記ゲートウエイが前記テーブルから前
記ユーザのパケットネットワークアドレスを検索する請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ゲートウエイが、前記テーブルの１群の前記標準プロトコルのモバイルネットワー
クのために少なくとも一つのモバイルネットワークエンティティに結び付いている請求項
２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記パケットネットワークのユーザアドレスがセッション開始プロトコルフォーマット
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である請求項２０乃至２２のいずれかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はメッセージングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＬＭＮドメインにおけるメッセージングサービスは、移動体加入者の間で高レベルで
利用されるようになっている。ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）はＧＳＭネットワ
ークに由来し、多くの様々なネットワーク技術にまで広がり、今ではＡＮＳＩ－４１　Ｔ
ＤＭＡ及びＣＤＭＡネットワークにおいて見受けられ、かつ日本のＰＤＣネットワークに
おいて利用されている。この成長は、メッセージングサービスへの加入者の要求によって
加速されており、以前は利用できなかった個人とグループ間での通信手段を提供している
。２．５Ｇ及び３Ｇネットワーク技術の出現によって、パケットデータネットワーク（Ｐ
ＤＮ）ドメインをインターオペラビリティにもたらすことによって、モバイルネットワー
クの境界を越えてメッセージングサービスの範囲を拡張することには大きな利益がある。
インターネットドメインは、近年非常に大きな成長を見せており、インターネットアドレ
スを介して接触可能なユーザの数は毎年大幅に増加している。更に、インターネットユー
ザの移動性はモバイルＩＰプロトコルによってますます支持されており、個々のユーザが
、インターネットに接続する地理的位置に拘わらず同じインターネットアドレスで接触で
きるようにしている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、統合メッセージングサービスの実行を可能にする制御及びトランスポートエ
ンティティを提供し、ＰＬＭＮ及びＩＰドメイン（固定及び移動体）間でのメッセージの
発信、トランスポート及び配信のための手段を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明によれば、パケットネットワークへのインタフェースと、モバイルネットワーク
へのインタフェースと、前記インタフェースに接続されたパケットネットワーク及びモバ
イルネットワーク間で通信されるメッセージのプロトコル変換を実行するためのプロセッ
サとを備えるゲートウエイが提供される。
【０００５】
　或る実施例では、前記プロセッサが、前記パケットネットワークにおけるプレゼンス情
報を検出しかつ維持するため、及び前記モバイルネットワークで使用されているフォーム
にプレゼンス状態をマッピングするためのプレゼンス管理ファンクションを有する。
【０００６】
　別の実施例では、前記プレゼンス管理ファンクションが、セッション開始プロトコル（
ＳＩＰ）レジストラとして機能する。
【０００７】
　更に別の実施例では、前記プレゼンス管理ファンクションが、ＩＰネットワークの外部
ＳＩＰレジストラにアクセスするためのインタフェースを有する。
【０００８】
　或る実施例では、前記インタフェースがＳＩＰエントリのキャッシュを維持する。
【０００９】
　別の実施例では、前記プレゼンス管理ファンクションが、ユーザのデバイス能力を記憶
し、かつ前記プロトコル変換ファンクションがデバイス能力に基づいてメッセージ配信プ
ロトコルを選択する。
【００１０】



(5) JP 4399599 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

　更に別の実施例では、前記プロセッサが、モバイルネットワークアドレスフォーマット
を有するメッセージをパケットネットワークのユーザにルーティングするためのメッセー
ジルーティングファンクションを更に有する。
【００１１】
　或る実施例では、前記ルーティングファンクションが、モバイルネットワークフォーマ
ットのアドレスをパケットネットワークフォーマットのアドレスに変換する。
【００１２】
　別の実施例では、前記ルーティングファンクションが、或るネットワークからの単一の
メッセージを別のネットワークの多数のアドレスにルーティングする。
【００１３】
　更に別の実施例では、前記ルーティングファンクションがパケットネットワークブロー
ドキャストサービスとインタフェースする。
【００１４】
　或る実施例では、前記ゲートウエイが、ＳＭＥ又はＳＭＳＣのようなモバイルネットワ
ークエンティティをエミュレートするためのインタフェースを有する。
【００１５】
　別の実施例では、前記インタフェースのエミュレーション機能によって、従来のモバイ
ルネットワークの再構成なしに前記ゲートウエイの動作が可能である。
【００１６】
　更に別の実施例では、前記インタフェースがメッセージのテキストからＵＲＬを抽出し
、据置き肯定応答を提供し、かつＩＰドメインのユーザがアクティブになっていることを
モバイルネットのＳＭＳＣに通知する。
【００１７】
　或る実施例では、前記プロセッサが、蓄積交換配信能力をＩＰドメインに拡張するため
のメッセージ配信管理ファンクションを有する。
【００１８】
　別の実施例では、前記プレゼンス管理ファンクションがネットワークのエンティティに
、加入者が別のネットワークのドメインに入ったかどうかを通知する。
【００１９】
　更に別の実施例では、前記プレゼンス管理ファンクションが前記エンティティに、前記
加入者が配信を待っているメッセージの目的とする受信者であるかどうかを通知する。
【００２０】
　或る実施例では、前記通知の信号によって、直接一致基準から部分一致基準までの範囲
に亘るネットワークエンティティの検索基準が動的に特定される。
【００２１】
　別の実施例では、前記ゲートウエイが、ＳＭＳＣのようなネットワークエンティティの
メッセージを修正してその宛先アドレスに課金するための手段を有する。
【００２２】
　別の側面では、本発明により、モバイルネットワークとパケットネットワークとの間で
通信するための方法であって、
　前記モバイルネットワークのモバイル機器が、上述したように定義されるゲートウエイ
のモバイルネットワークアドレス及び埋込み宛先パケットネットワークユーザアドレスを
有するメッセージを送信し、
　前記モバイルネットワークのエンティティが前記メッセージを前記ゲートウエイのイン
タフェースにルーティングし、かつ
　前記ゲートウエイが前記メッセージを前記インタフェースで受け取り、前記宛先パケッ
トネットワークアドレスを取り除き、かつ該メッセージを前記パケットネットワークアド
レスを有するパケットネットワークユーザにルーティングする過程を有する方法が提供さ
れる。
【００２３】
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　或る実施例では、前記パケットネットワークアドレスがセッション開始プロトコルフォ
ーマットである。
【００２４】
　別の実施例では、前記ゲートウエイが、前記パケットネットワークアドレスをパケット
ネットワークユーザのモバイルネットワーク標準アドレスに関連づけるテーブルを維持し
、かつ後のメッセージについては、前記モバイルネットワークユーザがモバイルネットワ
ーク標準アドレスのみを有し、かつ前記ゲートウエイが前記テーブルから前記パケットネ
ットワークアドレスを検索する。
【００２５】
　更に別の実施例では、前記ゲートウエイが、メッセージの通信のために少なくとも一つ
のモバイルネットワークエンティティに結び付く。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　本発明は、添付図面を参照して以下に単なる実施例として記載されるいくつかの実施態
様の詳細な説明からより明確に理解することができる。
【００２７】
　本発明により、ＩＰドメインのユーザ（例えば、固定されたインターネットアドレスを
有するユーザ又は現在動作中のワイヤレスＬＡＮ上のユーザ）への共通ＰＬＭＮベースの
メッセージングサービス（例えば、ＳＭＳ、セルブロードキャスト）の配信を制御するた
めのＩＰ対ＰＬＭＮゲートウェイ（ＩＰＧ）ノード１が提供される。ＩＰドメインのユー
ザは固定又は移動体とすることができる。移動体加入者は一般にＰＬＭＮドメインとＩＰ
ドメイン間でのローミングが可能であるとする。ローミングは二つの形態が存在する。即
ち、（１）ＰＬＭＮのオペレーターが所有するＩＰドメインにＰＬＭＮ移動体加入者がロ
ーミングするフォームＰＬＭＮ（ＨＰＬＭＮ）加入者ローミング、及び（２）（既存のイ
ンターＰＬＭＮローミング契約を使用して）別のＰＬＭＮに「ローミング」しているＰＬ
ＭＮ移動体加入者が訪問先ＰＬＭＮのＩＰドメインへローミングする訪問先ＰＬＭＮ（Ｖ
ＰＬＭＮ）加入者ローミングである。
【００２８】
　従って、メッセージングサービスの届く範囲をＰＬＭＮドメインからＩＰドメインへ拡
張することによって、メッセージユーザのより広い共同体が作られ、かつ移動体メッセー
ジングのための唯一の発信又は着信器具としての移動体送受話器が取り除かれる。例えば
、移動体加入者は、移動体送受話器を介して接触することはできないが、ワイヤレスＬＡ
Ｎ又は固定インターネットのようなパケットデータドメインに存在し得る別のユーザにメ
ッセージを送りたい場合がある。同様に、インターネットユーザは、移動体加入者への配
信のためにその送受話器でメッセージを発信したい場合がある。
【００２９】
　ＰＤＮメッセージング共同体は、多くの異なる形を想定することができる。或るＰＤＮ
ドメインの共同体は、ワイヤレスＬＡＮホットスポット（例えば、８０２．１１，ハイパ
ーＬＡＮ）に接続された空港内のユーザの組とすることができ、別の共同体はインタラク
ティブＰＶドメインの「固定された」加入者とすることができる。そのような全てのＰＤ
Ｎドメインは、ＰＬＭＮからみてより大きい単一のＰＤＮドメインの一部とすることがで
き、又は同等に別個のＰＤＮドメインとして考えることができる。
【００３０】
　本発明は、ＧＳＭ　ＰＬＭＮ及びＩＰベースのＰＤＮのコンテキストに記述される。し
かしながら、本発明は、ＩＰベースのネットワークを越えたＰＤＮ技術に加えて、ＣＤＭ
Ａ、ＴＤＭＡ、ＰＤＣ及びＵＭＴＳのような代替移動体ネットワーク技術に同様に適用す
ることができる。
【００３１】
　ＩＰ対ＰＬＭＮゲートウェイ（ＩＰＧ）ノードによって、固定インターネット及びワイ
ヤレスＬＡＮネットワークのようなＩＰドメインへのＰＬＭＮメッセージングドメインの
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拡張が可能となる。ＩＰＧノード１は、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）ユーザエー
ジェント（ＵＡ）３に接続され、更にメッセージ配信ファンクション４に接続されたＩＰ
トランスポートインタフェース２を有する。ファンクション４は、プロトコル変換ファン
クション５とプレゼンス管理ファンクション６との双方に接続されている。ＳＭＥインタ
フェース７は、一方でインタフェースに接続され、かつ他方でプレゼンス管理ファンクシ
ョン６とメッセージルーティングアドレス管理ファンクション８とに接続されている。ま
た、前記ノードは請求課金ファンクション１０を有する。
【００３２】
　ＩＰＧは、ＰＬＭＮドメインにおいて共通のメッセージングサービス及びフォーマット
をＩＰドメインでの発信又は配信のために適当に修正できるようにする制御及びトランス
ポートファンクションの組を実行する。本発明の有利な要素は、ＰＬＭＮにおける全ての
エンハンストサービスファンクション（例えば、蓄積交換、メッセージ待機及び警報ファ
ンクション）が、ＩＰドメインで利用可能なメッセージングサービスに移されることであ
る。ＩＰＧは、ＩＰドメインでの完全な機能的メッセージングサービスのためにＰＬＭＮ
での既存のメッセージサービス設備を全く変更する必要が無いことを確実にしている。し
かしながら、本発明はまた、ＩＰＧノードとメッセージングプラットフォーム間の標準的
なインタフェースへの拡張を提供して、ＩＰドメインでのメッセージングサービスの最適
な配信を可能にしている。本発明の別の側面は、メッセージングサービス（例えば、ショ
ートメッセージサービス、セルブロードキャスト、マルチメディアメッセージング、イン
スタントメッセージング）を支援する全てのＰＬＭＮ技術及びあらゆるＩＰドメイン（例
えば、固定された又は移動体インターネット）に適用し得ることである。ＧＳＭ　ＰＬＭ
Ｎ及び固定ネットワークＩＰドメインのコンテキストでの本発明の実行が以下に記載され
、かつショートメッセージングサービスについて説明されている。
【００３３】
　ＧＳＭネットワークでは、ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）ネットワ
ーク要素によって、ショートメッセージングサービスが提供される。ＳＭＳＣは、インタ
ワーキング・ゲートウェイＭＳＣ（Ｉ－ＧＭＳＣ）によって（ＨＬＲ、ＶＬＲ、ＭＳＣの
ような）ＰＬＭＮの別の要素と通信する。更に、ＳＭＳＣによって、サービス開発者がア
プリケーションをＳＭＳＣと結び付けることができるアプリケーションインタフェースが
提供される。このようなインタフェースプロトコルの一例が、ＳＭＳフォーラムによって
特定されるショートメッセージ・ピアツーピア（ＳＭＰＰ）プロトコルである。ＰＬＭＮ
ドメイン内では、ＳＭＳＣが特定の移動体加入者ＭＳＩＳＤＮにアドレス指定されたＳＭ
ＰＰを介して外部アプリケーションからショートメッセージ（ＳＭ）を受け取ることがで
きる。ＳＭＳＣはＳＭを内部記憶装置に記憶し、かつ次に移動体加入者についてＨＬＲか
らルーティング情報を要求する。ルーティング情報を受け取った場合には、移動体加入者
について現在利用できるＭＳＣ／ＶＬＲを表示する。ＳＭＳＣは、移動体加入者への配信
のために利用できるＭＳＣ／ＶＬＲにＳＭを提出する。配信が成功した場合に、ＳＭＳＣ
は、メッセージ記憶装置内に配信されたというマークをＳＭに付ける。配信が不成功の場
合（恐らくは、移動体加入者が利用できるネットワーク内で接触できないため）には、Ｓ
ＭＳＣは、後での配信を試みることになる（加入者がネットワークで動作状態になった場
合にＳＭＳＣに知らせるようにＨＬＲ内にメッセージ待機フラグを設定することができ、
又は内部再試行アルゴリズムに従って再試行配信の試みのために前記メッセージをスケジ
ュールすることができる）。
【００３４】
　ＩＰＧノード１は、ＰＬＭＮから全範囲のメッセージング機能がＩＰドメインで提供さ
れ得るようにする全ての必要な機能的要素を取り入れている。図１に示す本発明の実施例
では、ＩＰＧノード１における主要な機能エンティティは、
（ａ）ＰＬＭＮにおけるＳＭＳＣへのショートメッセージエンティティ（ＳＭＥ）インタ
フェース７、
（ｂ）加入者プレゼンス管理６，
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（ｃ）プロトコル変換５，
（ｄ）メッセージ配信管理４，
（ｅ）メッセージルーティング及びアドレス管理８，
（ｆ）請求及び課金管理１０、である。
【００３５】
　これらの機能エンティティは、本発明の特定の各実施例の条件に従って作られる。例え
ば、本発明のこの実施例では、ＳＭＳＣへのＳＭＥインタフェース７がＳＭＰＰプロトコ
ルに基づいている。加入者プレゼンス管理、プロトコル変換及びメッセージ配信管理はセ
ッション開始プロトコル（ＳＩＰ）に基づいている。
【００３６】
　図１に関し、ＰＬＭＮとＩＰドメイン間のショートメッセージサービスの末端間記述が
以下のように与えられる。
【００３７】
ＰＬＭＮ－発信／ＩＰ着信：
　移動体加入者ＭＳはＧＳＭ　ＰＬＭＮを用いて、前記移動体加入者に知られた別のユー
ザに向けてＳＭＳを発信する。移動体加入者は、受信者が移動体送受話器を用いていない
が、ネットワークに接続されたときにＳＩＰ　ＵＲＬを介してその固定インターネットサ
ービス上でＳＭＳを受け取ることができることを知っている。移動体加入者は、ＩＰＧの
ＳＭＥインタフェース７に対応して宛先ＭＳＩＳＤＮを特定し、かつユーザのＳＩＰ　Ｕ
ＲＬをメッセージ内のテキストフィールドとして特定する。移動体加入者がメッセージを
送信すると、それはＰＬＭＮにおいてＳＭＳＣが受け取り、該メッセージをＩＰＧノード
１のＳＭＥインタフェース７へルーティングする。ＳＭＥインタフェース７は前記メッセ
ージテキストから宛先ＳＩＰ　ＵＲＬを抽出して、この情報を加入者プレゼンス管理ファ
ンクション６に提供する。前記メッセージのＳＭＰＰフォ－マットはメッセージルーティ
ングエンティティ８およびプロトコル変換エンティティ５に提供され、そこで前記メッセ
ージはＳＩＰを通じた配信に適したフォ－マットに変換される。プレゼンス管理ファンク
ション６はＳＩＰプロキシ及びＳＩＰレジストラエンティティを用いて、宛先ユーザの現
在の状態を決定する。前記ユーザがＩＰドメインに接続していることが決定された場合、
適当にフォ－マットされたＳＭが、配信のためにメッセージ配信管理ファンクション４に
提出される。メッセージ配信は、宛先ユーザの機器上でピアＳＩＰユーザエージェント２
０と通信するＳＩＰユーザエージェント３を用いて試みる。メッセージが首尾よく宛先ユ
ーザに配信された場合、この状態がＳＭＥインタフェース７を介してＳＭＳＣに戻される
。メッセージが配信されない場合、前記メッセージ配信管理ファンクションは前記宛先ユ
ーザについてメッセージ待機フラグを設定することができる。ユーザがＩＰドメインに接
続した場合、このプレゼンスがプレゼンス管理ファンクション６を介して検出され、通知
信号がＰＬＭＮのＳＭＳＣに送られて、それが再度ＳＭＥインタフェース７を介してＳＭ
の配信を試みるように促す。このように、ＰＬＭＮのＳＭＳサービスの全機能がＩＰドメ
インに移されている。請求及び課金管理ファンクション１０を呼び出して課金機能をＩＰ
Ｇノード１に与える。先払い課金モデルを支援するために、メッセージ配信の試みを開始
する前に、配信前信用調査を呼び出してユーザの貸方残高を調査することができる。信用
調査が肯定的な表示を戻した場合、メッセージ配信が試みられ、配信が成功した場合にユ
ーザの口座から適当な料金が差し引かれる。後払い課金モデルの場合、配信試みが成功し
た場合及び不成功の場合の双方についてＣＤＲ（コール詳細レコード）イベントが生成さ
れる。ＣＤＲイベントは、加入者課金情報を生成するために用いることができる、発信ア
ドレス、宛先アドレス及び配信状態のような全ての関連する情報を含んでいる。
【００３８】
ＩＰ－配信／ＰＬＭＮ着信：
　ＩＰドメイン９のユーザが、移動体加入者のＭＳＩＳＤＮを含むＳＩＰ　ＵＲＬを介し
てアドレス指定された、ＰＬＭＮドメインの移動体加入者へのＳＭを開始する。前記メッ
セージはユーザの機器上でＳＩＰユーザエージェント２０を介して提出され、それが該メ
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ッセージを標準ＳＩＰ　ＵＲＬメカニズムに基づいてＩＰＧノード１のＳＩＰユーザエー
ジェント３にルーティングする。ＩＰＧノード１において、ＳＩＰユーザエージェント３
がＵＲＬを処理して、移動体加入者のＭＳＩＳＤＮを引き出す。ＳＭはプロトコル変換機
５に送られて、移動体加入者のＭＳＩＳＤＮを宛先アドレスとして、ＳＭＰＰフォーマッ
トに変換される。再フォーマットされたメッセージは、ＳＭＥインタフェース７に送られ
、それによってＳＭＰＰを通じてＰＬＭＮのＳＭＳＣに提出される。この時点で、メッセ
ージ提出の肯定応答をＳＩＰユーザエージェント３を介してＩＰドメインのユーザへ戻す
ことができる。ＳＭ配信の更なる処理が、標準ＳＭＳ機能を用いてＰＬＭＮドメイン内で
完全に処理される。この方向でのメッセージ配信の場合、加入者プレゼンス及びメッセー
ジ配信管理機能エンティティ６，４は使用されない。
【００３９】
　請求及び課金管理ファンクション１０は、着信メッセージの配信への課金又は非課金、
メッセージの発信への課金又は非課金、及び先払い又は後払いモデルを含む、前記サービ
スへの課金モデルの範囲を支援することができる。先払い課金モデルの場合、請求及び課
金ファンクションが加入者に対する信用照会を実行している間、メッセージ配信又はメッ
セージ発信ファンクションが中断される。信用調査が肯定的な場合、配信又は発信ファン
クションが開始される。信用調査が否定的な場合、配信又は発信ファンクションは、取り
消され、その代わりに前記加入者に信用回復のオプションを提示することができる。いず
れの場合にも、請求及び課金管理ファンクション１０は、メッセージの提出及び配信の試
みに関するＣＤＲイベントを記録する。これらのＣＤＲイベントは処理されて、後払い加
入者について加入者課金情報を生成することができ、又は単に先払い課金モデルにおいて
監査及び勘定調整目的のために用いることができる。
【００４０】
ＩＰドメインのための他のアドレス指定フォーマット：
　他のアドレス指定フォーマットを用いて、ＩＰドメインのユーザのアドレスを特定する
ことができ、ＩＰＧノード１によって実行される。ＩＰＧにより支援された別のアドレス
指定フォーマットのいくつかの例を下に示す。
・ＭＳＩＳＤＮ様のアドレス－非ＰＬＭＮユーザがＭＳＩＳＤＮ様のアドレスを受け取る
。
・ＳＩＰ　ＵＲＬにおけるＭＳＩＳＤＮ様の要素－非ＰＬＭＮユーザがＭＳＩＳＤＮ様の
アドレスを受け取り、かつこれがＳＩＰ　ＵＲＬに組み込まれる。
・ＳＩＰ　ＵＲＬにおける「真」のＭＳＩＳＤＮ－ＰＬＭＮユーザはＩＰドメインでメッ
セージを受け取ることを選択でき、かつそれらのＰＬＭＮ　ＭＳＩＳＤＮはこの目的のた
めにＳＩＰ　ＵＲＬに組み込むことができる。
・ＭＳＩＳＤＮ様のまたはグループ「名称」要素を有するグループアドレス－このアドレ
ス指定フォーマットは１対多方向型サービスに使用される。
・ＭＳＩＳＤＮ様のまたは位置「名称」要素を有する地理的または地域アドレス－このア
ドレス指定フォーマットはブロードキャストサービスに使用される。
・ＰＬＭＮユーザを表すＳＩＰ　ＵＲＬ－この形のアドレスは、ＳＭがＩＰユーザにより
発信されている場合にＰＬＭＮユーザの宛先アドレスとして使用される。ＰＬＭＮユーザ
の真のＭＳＩＳＤＮは、通常ＳＩＰ　ＵＲＬ内に埋め込まれる。
【００４１】
　これらのアドレス指定フォーマットはＩＰＧノード１により処理されて、ＩＰドメイン
のユーザからメッセージが受け取られている場合にＰＬＭＮユーザが「回答」ファンクシ
ョンを引き起すことができるような、ＰＬＭＮドメインからのＩＰドメインのユーザの直
接アドレス指定を支援することができる。
【００４２】
　前記各機能エンティティで実行されるファンクションのより詳細な説明を以下に示す。
【００４３】
ＳＭＥインタフェース７
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　この機能エンティティは、ＩＰＧノード１とＰＬＭＮにおけるＳＭＳＣ間の通信を確実
にする責任を持つ。本発明のこの実施例では、ＳＭＳＣとＩＰＧ間の通信が、ＳＭＰＰプ
ロトコルを用いて保証されている。プロトコルの取り扱いに加えて、ＳＭＥインタフェー
ス７は、まるで標準ＰＬＭＮ　ＳＭＥであるかのようにＩＰＧノード１がＳＭＳＣに対し
て表れることができるようにする特定の機能をも組み込んでいる。これらは、
・メッセージテキストからのＳＩＰ　ＵＲＬの抽出
・ＳＭＳＣから配信のために提出されるメッセージへの据置き肯定応答
・ＩＰドメインのユーザが動作中の状態になっている（即ち、プレゼンスが検出されてい
る）ことをＳＭＳＣに知らせる通知信号を発生する能力
である。
【００４４】
加入者プレゼンス管理ファンクション６
　この管理エンティティは、ＩＰドメインのユーザのプレゼンス状態を検出しかつ保持す
る責任を持つ。本実施例では、この機能がＳＩＰプロトコル内で定義されるメカニズムに
基づく、即ちＳＩＰレジストラとして機能しかつＩＰドメインのＳＩＰユーザエージェン
ト２０により送られたＳＩＰ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージを処理することができる。こ
の場合、ＩＰＧノード１は、「登録された」（正規）ユーザのＳＩＰ－ＵＲＬ及びＩＰア
ドレスを記憶する。
【００４５】
　ＳＩＰレジストラが既にＩＰネットワークドメイン内に存在することが可能である。こ
の場合、プレゼンス管理エンティティ６はＳＩＰレジストラを照会して、メッセージ配信
試みが要求される度に、ＩＰドメインのユーザについてプレゼンス情報を決定する。外部
ＳＩＰレジストラとの通信オーバヘッドを減らすために、ファンクション６は、コンフィ
グラブル期間についてプレゼンス情報を記憶するＳＩＰレジストリキャッシュを組み込ん
でおり、従ってＳＩＰレジストラへの繰り返し照会が回避される。ＩＰドメインユーザが
存在しないことによるメッセージ配信の失敗の場合には、前記ユーザへのＳＩＰレジスト
リキャッシュエントリが自動的に削除される。
【００４６】
プロトコル変換
　このエンティティは、ＰＬＭＮで使用される信号送信プロトコルとＩＰドメインで使用
されるプロトコル間の変換を提供する。本発明のこの実施例では、ＳＩＰプロトコルが、
ＩＰドメインにおけるメッセージングサービスの配信のために使用される。ＰＬＭＮドメ
インとの通信はＳＭＰＰを用いて実行され、かつ前記プロトコル変換エンティティがＳＭ
ＰＰとＳＩＰプロトコル間の変換を実行する。
【００４７】
　一般に、メッセージを着信するのに使用されるＩＰドメインプロトコルは、メッセージ
の「宛先アドレス」パラメータ内にアドレス指定されたユーザ機器の能力によって決定さ
れるものである。ＩＰＧノード１は、ユーザ機器の能力に基づいてメッセージ配信プロト
コルを選択することになる。ユーザエージェント機器の機能は、ＩＰドメインにおけるユ
ーザの登録の際にＩＰＧに送られることになる。これらユーザエージェントのプロファイ
ルが、ＩＰＧプレゼンスファンクションによって記憶されることになる。
【００４８】
メッセージ配信管理４
　この機能エンティティは、ＰＬＭＮドメインからの蓄積交換メッセージング配信モデル
が確実にＩＰドメインに拡張される責任を持つ。メッセージをＩＰドメインへの配信のた
めにＰＬＭＮドメインから受け取ると、ＩＰＧは、選択したＩＰドメインプロトコルを用
いて配信を試みる。ＳＩＰプロトコルを用いたメッセージ配信は、本発明のこの実施例に
ついて以下のように説明する。
【００４９】
　メッセージをＳＭＥインタフェース７を介してＰＬＭＮから受け取ると、メッセージ配
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信管理エンティティ４は該メッセージを、プロトコル変換エンティティ５によりＳＩＰフ
ォーマットに変換されかつＩＰドメインの宛先アドレス（ＳＩＰ　ＵＲＬ）が抽出された
後に受け取る。最初に、前記配信エンティティが、ＳＩＰレジストラファンクションへの
照会を提出することによって、ＩＰドメインのユーザのプレゼンスを調査することができ
る。前記ユーザが存在する場合、該ユーザの現在の連絡先をＳＩＰレジストラにより戻す
ことができる。これに代えて、前記配信エンティティが、ＤＮＳ経由のような別の手段に
よりまたは所有者のプロトコルを用いた内部照会を通じてＳＩＰ　ＵＲＬを決定するよう
に試みることができる。配信エンティティ４は、前記ユーザへのメッセージの配信のため
に適当にフォーマットされたＳＩＰ　ＭＥＳＳＡＧＥ要求を生成する。使用中の配信プロ
トコルによって、ＳＩＰ　ＭＥＳＳＡＧＥは前記メッセージをそのペイロード内で搬送す
ることができ、またはこれに代えてＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥ要求を用いて、前記メッセージ
が適当なセッションプロトコルを用いて転送されることになるセッションを前記ユーザと
確立することができる。ＳＩＰ　ＭＥＳＳＡＧＥ要求を用いた直接配信を仮定して、連絡
先が既に決定されている場合には、ＳＩＰ　ＭＥＳＳＡＧＥはＩＰＧ内のＳＩＰユーザエ
ージェントを介して直接送ることができる。これに代えて、ＳＩＰ　ＭＥＳＳＡＧＥは、
前記ユーザの現在の連絡先を決定する責任を持つＳＩＰプロキシを介して提出することが
できる。前記メッセージが首尾よくユーザに配信された場合には、肯定的応答が２００Ｏ
Ｋ応答の形で前記配信エンティティに受け取られる。次に、この状態情報がＳＭＥインタ
フェース７を介してＰＬＭＮのＳＭＳＣに戻され、そこで前記メッセージには配信された
というマークを付すことができる。
【００５０】
　メッセージの転送が（リソースの制限、ネットワークの問題により、もしくはユーザエ
ージェントが登録されていないために）失敗した場合には、配信エンティティ４がＩＰＧ
内にＵＡＣのためのメッセージ待機データ（ＭＷＤ）フラグを設定して、発信ＳＭＳＣの
アドレスを記憶する。単一のＵＡＣに対して、該ＵＡＣへの配信を待っているメッセージ
が記憶されているソースＳＭＳＣをそれぞれに表す多数のＳＭＳＣアドレスを記憶させる
ことができる。その後において、前記ユーザがＩＰドメインに登録する時、ＩＰＧノード
１は該ユーザについてＭＷＤフラグが設定されていることを検出する。前記配信エンティ
ティは、ユーザのＭＷＤフラグ内に記憶されている全てのＳＭＳＣアドレスに送信される
べきＳＭＰＰ「通知」メッセージを生成する。この通知メッセージをＳＭＳＣが用いて、
ＩＰドメインのユーザへの配信を待っている全てのメッセージについて新たな配信試みを
トリガする。再試行されたメッセージをＩＰＧノード１が受け取ると、それは次に上述し
たようにして、現在は登録されている前記ＵＡＣへの配信を続ける。
【００５１】
　本発明により、ＳＭＳＣ及びＩＰＧノード１が協働して、直接アドレスがユーザに対し
て割り当てられていない場合でさえ、ＩＰドメインのユーザへの配信試みを最適にできる
「通知」メッセージの実行を強化することが特定される。また、プレゼンス管理ファンク
ション６は、メッセージを待っている加入者がＩＰドメインに存在するようになっている
かどうかを決定することができ、かつＳＭＳＣに通知する。エンハンスト通知メッセージ
は宛先ユーザのＳＩＰ　ＵＲＬを含んでいる。ＳＭＳＣで受け取られると、ＳＭＳＣで実
行されるエンハンスト通知メカニズムがＩＰＧノード１について待機中のメッセージを調
べ、通知されたＳＩＰ　ＵＲＬに適合するそれらのメッセージのみを通知する。通知され
たＳＩＰ　ＵＲＬに「適合」するための基準は動的に変更することができ、例えば完全な
一致を要求することができ、またはドメインでの部分一致もしくはドメインの一部で十分
とすることができる。本発明の別の実施例では、前記通知メッセージそれ自体が、通知毎
に要求される適合条件を特定する要素を含むことができる。
【００５２】
メッセージルーティング及びアドレス管理８
　この機能エンティティは、メッセージが確実にＰＬＭＮ及びＩＰドメイン間で適切にル
ーティングされるようにする。また、ＰＬＭＮ互換アドレスをＩＰドメインアドレス（例
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えば、ＳＩＰ　ＵＲＬ）に割り当てるための機能を提供し、それによってＰＬＭＮドメイ
ンのユーザがＭＳＩＳＤＮ様のアドレスを用いてＩＰドメインのユーザを直接アドレス指
定できるようにしている。この機能によって、本発明によれば、ＰＬＭＮ及びＩＰドメイ
ンのユーザ間での直接メッセージングが可能であり、例えばＰＬＭＮドメインのユーザが
前記「回答」ファンクションを用いて、ＩＰドメインのユーザから受け取ったメッセージ
に応答することができる。ＩＰＧノード１によって支援された基本的なアドレス指定フォ
－マットの動作について以下に説明する。
【００５３】
１．ＳＩＰ　ＵＲＬを用いてＩＰドメインのユーザをアドレス指定する：
　ＰＬＭＮユーザがＩＰドメインのユーザにメッセージを送るとき、宛先アドレスとして
周知のＭＳＩＳＤＮを入力しつつ、前記メッセージの本体の特別なテキストフィールドに
ＳＩＰ　ＵＲＬを入力することが要求され、それによって確実に前記メッセージがＩＰＧ
ノード１にルーティングされる。前記メッセージをＩＰＧノード１が受け取ると、ＳＩＰ
　ＵＲＬが前記メッセージから抽出されて、アドレス管理エンティティに送られる。ＳＩ
Ｐ　ＵＲＬを調べて、それがＩＰＧノード１により特定された範囲のＭＳＩＳＤＮ番号か
らＭＳＩＳＤＮ様のアドレスに割り当てられているかどうかを見る。ＭＳＩＳＤＮ様の番
号が割り当てられていない場合には、アドレス管理エンティティ８は前記ＩＰＧ範囲から
自由なＭＳＩＳＤＮを選択して、ＩＰＧに記憶されているＳＩＰ　ＵＲＬとの結合を作る
。一旦割り当てられると、このＭＳＩＳＤＮ様の番号は、ＰＬＭＮドメインに関して、Ｉ
Ｐユーザのための直接アドレスとして使用することができる。ＳＩＰ　ＵＲＬへのメッセ
ージ配信試みが成功した場合には、前記ＭＳＩＳＤＮ様の番号を発信アドレスとして用い
て配信受取りを生成することができる。ＰＬＭＮ加入者が受け取ると、このアドレスはＩ
Ｐユーザへの直接宛先アドレスとなり得るものであり、将来のメッセージにおいてメッセ
ージテキストにＳＩＰ　ＵＲＬを特定する必要が取り除かれる。ＩＰＧがＭＳＩＳＤＮ様
の直接アドレスを用いてＩＰユーザへのメッセージを受け取ると、アドレス管理エンティ
ティ８が自動的にＩＰＧテーブルからＳＩＰ　ＵＲＬを検索して、ＩＰドメインにおける
配信を完了する。
【００５４】
　メッセージの配信が失敗した場合には、ＩＰＧノード１は、元の（ＩＰＧ）宛先アドレ
スを、ＳＭＳＣに記憶されているメッセージのコピー内の新たに割り当てられたＭＳＩＳ
ＤＮ様の宛先アドレスと置き換える。ここで、その後のメッセージの再試行は、ＭＳＩＳ
ＤＮ様のアドレスを宛先アドレスとして使用する。前記ＭＷＤフラグがＩＰユーザについ
て設定されている場合には、ＳＭＳＣに送られた「通知」メッセージがＭＳＩＳＤＮ様の
アドレスを含んでおり、従って自動的に特定の加入者のみへの再試行がトリガされる。
【００５５】
２．ＭＳＩＳＤＮ様のアドレスを用いてＩＰドメインのユーザをアドレス指定する：
　この場合、 ＩＰＧノード１におけるプロビジョニングインタフェースを用いて、ＭＳ
ＩＳＤＮ様のアドレスとＩＰドメインでの配信に使用されたＳＩＰ　ＵＲＬ間で内部テー
ブルに結合を作る。このアドレス指定モードによって、ＰＬＭＮドメインのユーザはＩＰ
ドメインのユーザのＭＳＩＳＤＮ様のアドレスを知らなければならないが、関連するＳＩ
Ｐ　ＵＲＬを知ることは要求されない。
【００５６】
３．ＩＰドメインのユーザがＳＩＰ　ＵＲＬアドレスにＭＳＩＳＤＮ様の要素を有する：
　この場合、ＩＰＧノード１は、ＳＩＰ　ＵＲＬからＭＳＩＳＤＮ様の要素を抽出するよ
うに構成され、又は逆にＭＳＩＳＤＮ用のアドレスから元のＳＩＰ　ＵＲＬを再生するよ
うに構成される。
【００５７】
４．ＩＰドメインのユーザがＳＩＰ　ＵＲＬアドレスに「真」のＭＳＩＳＤＮ要素を有す
る：
　このタイプのアドレス指定を可能にするために、ＩＰＧは自動的に真のＭＳＩＳＤＮに
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ついて接頭語を作り、それが確実にＩＰＧがＳＭＳＣに結び付いたときに特定されるＭＳ
ＩＳＤＮ様のアドレスの範囲内に入るようにする。ＰＬＭＮドメインのユーザは、メッセ
ージのテキストフィールドにＳＩＰ　ＵＲＬを特定することができ、又は特別の前記接頭
語を知らせて、ＩＰドメインのＰＬＭＮ加入者をアドレス指定する際に用いることができ
る。いずれの場合にも、前記アドレス管理エンティティは自動的に、ＰＬＭＮ及びＩＰド
メイン間で要求されるアドレス変換機能を実行する。
【００５８】
５．ＰＬＭＮドメインのユーザがＳＩＰ　ＵＲＬアドレスに「真」のＭＳＩＳＤＮ要素を
有する：
　このタイプのアドレス指定を用いて、ＩＰユーザはＰＬＭＮ加入者に配信するためのＳ
Ｍを発信することができる。ＩＰＧは自動的にＳＩＰ　ＵＲＬを処理して真のＭＳＩＳＤ
Ｎ情報を抽出し、次にこれが宛先アドレスとして使用されて、前記メッセージをＰＬＭＮ
ドメインへ送る。
【００５９】
請求及び課金管理１０
　この機能エンティティは、ノード１における請求及び課金要素の管理に責任を持つ。こ
のエンティティによって実行される重要な機能には次のものが含まれる。
・ＩＰドメインの加入者へのメッセージングの発信及び配信に関連するＣＤＲイベントの
生成。
・ＩＰＧについて先払い課金を取り扱う外部先払いシステムとの課金インタフェースの管
理。
・先払い信用照会が外部先払いシステムによって支援されている場合、このエンティティ
は信用照会に対する応答が届くまで、メッセージ発信又は配信の試みを中断することがで
きる。受け取った応答に基づいて、配信又は発信の試みを開始し又は取り消すことができ
る。
【００６０】
　これらの機能エンティティを置き換え又は修正して、本発明を１対多方向型、ブロード
キャスト又はマルチメディアメッセージングのような他のメッセージングサービスの制御
又は配信に適合させることができる。ＳＭＥインタフェース７は、ブロードキャストサー
ビスのためのメッセージブロードキャスト・エンティティにより、又はマルチメディアサ
ービスのためのＭＭＳＣへのインタフェースにより置き換えることができる。同様に、プ
ロトコル変換、加入者プレゼンス管理、及びメッセージ配信管理エンティティは、特定の
サービスについての使用のために選択されたプロトコルに従って、置き換え又は修正され
る。メッセージルーティング及びアドレス管理エンティティ８は、グループ及び地理的ア
ドレスのタイプのアドレス管理を組み込むように拡張される。例えば、ブロードキャスト
メッセージは、所在地の「名称」により識別される地理的位置にアドレス指定することが
できる。アドレス管理エンティティ８はこの名称をブロードキャストＳＩＰ　ＵＲＬのリ
ストのそれに変換し、それが更にＳＩＰプロキシを介して定義の明確なブロードキャスト
ＩＰサブネットアドレスに変えられ、それによって特定の地理的位置を含む特定のＷＬＡ
Ｎベースのステーションに前記ブロードキャストメッセージがルーティングされる。
【００６１】
ＰＬＭＮユーザからＩＰドメインに着信するＳＭサービスの説明：
　このサービスのメッセージフローが図２に示されており、ＩＰドメインのユーザの直接
アドレスがＰＬＭＮユーザにより使用されている。ＳＭＥとして機能するＩＰＧノード１
は、ＩＰドメインのユーザへの直接アドレスとして割り当てられた一群のルーティング番
号を代表してＰＬＭＮ　ＳＭＳＣに「結合」される。従って、前記直接アドレスは、ＭＳ
ＩＳＤＮ様のフォーマットで特定することができる。
【００６２】
　モバイルステーション（ＭＳ）がＳＭＳをＳＭＳＣに提出すると、前記メッセージの宛
先アドレスがＩＰＧノード１について特定される範囲に適合することに基づいてＩＰＧノ
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ード１にルーティングされる。ＩＰＧノード１はＳＭＳＣからＤＥＬＩＶＥＲ＿ＳＭを受
け取り、ＤＥＬＩＶＥＲ＿ＳＭに含まれる宛先アドレスを、アドレス管理エンティティを
用いてＩＰユーザのＳＩＰ　ＵＲＬに変換する。ＳＩＰ　ＵＲＬは、ＤＮＳ照会を用いて
ＩＰアドレスに変えられ、または前記メッセージがＳＩＰプロキシ／レジストラを介して
ルーティングされる。ＩＰＧは、ＳＭＰＰ　ＤＥＬＩＶＥＲ＿ＳＭメッセージからのＳＩ
Ｐ　ＭＥＳＳＡＧＥ要求を作成し、ＳＩＰ　ＭＥＳＳＡＧＥに包含される宛先ユーザにＳ
ＭＳを配信する。
【００６３】
　前記ＵＡＣがＳＩＰ　ＭＥＳＳＡＧＥを首尾よく受け取ったことは、２００ＯＫ応答の
受信時にＩＰＧに表示される。この２００ＯＫをＩＰＧが、ＳＭＳＣに送られるＳＭＰＰ
　ＤＥＬＩＶＥＲ＿ＳＭ＿ａｃｋ応答に変換する。
【００６４】
ＩＰユーザからＰＬＭＮドメインに着信するＳＭサービスの説明：
　このサービスのメッセージフローが図３に示されている。ＳＩＰ　ＵＡＣがＳＭＳをＰ
ＬＭＮ加入者に送ることを要求すると、ＰＬＭＮ加入者のＳＩＰ　ＵＲＬドメインネーム
が、ＤＮＳルックアップによってＩＰＧのＩＰアドレスに変えられ、または前記メッセー
ジがＳＩＰプロキシを介してルーティングされる。ＳＩＰ　ＭＥＳＳＡＧＥ要求は、ＳＩ
Ｐ　ＵＡＳとして機能するＩＰＧに送られる。
【００６５】
　ＩＰＧノード１がＳＩＰ　ＭＥＳＳＡＧＥを受け取り、かつそれをＩＰＧ　ＳＭＰＰ変
換器に送る。ＳＩＰ　ＭＥＳＳＡＧＥ要求はＳＭＰＰ　Ｓｕｂｍｉｔ＿ＳＭメッセージに
変換され、かつＰＬＭＮユーザのＭＳＩＳＤＮが前記アドレス管理エンティティによりＳ
ＩＰ　ＵＲＬから抽出される。ＳＭＥとして機能するＩＰＧが前記Ｓｕｂｍｉｔ＿ＳＭを
ＳＭＳＣに送る。ＳＭＳ－ＧＭＳＣはＰＬＭＮ　ＨＬＲに加入者の利用できるＭＳＣを照
会し、前記ＦＳＭを作成して、前記ＭＳへの配信のために利用できるＭＳＣにＳＭＳを送
る。
【００６６】
　ＩＰＧノード１の実行に関連する追加の説明を以下に示す。
【００６７】
　ＩＰＧノード１とＳＭＳＣ間の通信は、ＳＭＳフォーラムにより特定される標準ＳＭＰ
Ｐプロトコルに基づいている。ＩＰドメインにおけるメッセージングの制御の機能を強化
するために、通信には標準ＳＭＰＰ動作への何らかの拡張を利用することができ、関連す
る変更をＩＰＧノード１及びＳＭＳＣのＳＭＰＰプロトコルモジュールに加える。特に、
拡張されたプロトコルの定義によって、ＩＰＧノード１はＳＭＳＣメッセージ記憶装置内
のメッセージを変更して、該メッセージ上の宛先アドレスをＩＰドメインのユーザに割り
当てられた直接アドレスに変更することができる。
【００６８】
　ＩＰＧノード１は、高度に利用可能なかつスケーラブルなノードとしてネットワーク内
に配置される。それは、個々のノードがＩＰドメインのユーザに割り当てられた様々なＭ
ＳＩＳＤＮ様の範囲で利用できるマルチノードのクラスタとして構成することができる。
また、前記ノードはアクティブ／スタンバイの対としてまたはＮ＋Ｍ冗長度の構成で動作
して、ネットワークオペレータに高可用性の構成を提供することができる。アクティブノ
ードが故障した場合には、スタンバイノードまたは利用可能な冗長ノードを保証した前記
ノードの代わりに前記クラスタに切り換えることができる。頑強なデータ共有メカニズム
を実行して、新たに活動化した前記ノードが、故障した前記ノードにより先に作成された
ＭＳＩＳＤＮ様のアドレスとＳＩＰ　ＵＲＬアドレス間の結合にアクセスできるようにす
る。
【００６９】
　最小限の構成では、ＩＰＧは、追加のノードに動的に切り換える能力を有する単一のノ
ードとして配置し、増大する能力の要求に適合させることができる。最小限の高可用性構
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成については、ＩＰＧノード１が、アクティブ／スタンバイノードで動作するデュアルノ
ードのクラスタとして配置される。
【００７０】
　また、ＩＰＧノード１は、後払い及び先払い動作の双方に適した課金インタフェースを
提供する。後払い動作については、ＩＰＧノード１が、各メッセージの提出、配信試み及
び配信レポートについてＣＤＲイベント記録を生成する。先払い動作については、ＩＰＧ
が、先払い課金システムと通信するように適合させることができる課金インタフェースを
実行する。前記課金インタフェース及びＩＰＧのメッセージ配信エンティティは、この動
作が前記先払い式課金システムにより支援されている場合に、配信試みを引き起こす前に
加入者口座の配信前信用調査を実行するように設計される。
【００７１】
　本発明によって、ＰＬＭＮドメインにおけるメッセージングの完全な機能をＩＰドメイ
ンのユーザに確実に移すことができるメカニズムが提供されることが分かる。これは、上
記説明においてＳＭＳサービスについて記載されているが、本発明は、インスタントメッ
セージング、マルチメディアメッセージング及びメッセージブロードキャストサービスの
ような他のメッセージングサービスについても同様に適応することができる。ＩＰＧは、
例えばインスタントメッセージングサーバ、マルチメディアサーバなどのＰＬＭＮドメイ
ンにおける適当なメッセージングサーバに適当なインタフェースモジュールを実行するこ
とによって様々なメッセージタイプの配信のために再構成することができる。更に、ノー
ド１は、ＰＬＭＮドメイン及びパケットデータドメインの双方におけるネットワーク技術
の範囲で首尾よく動作するように適当に構成することができる。
【００７２】
　本発明は上述した実施例に限定されるものでなく、その構成及び詳細において様々に変
更することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】ＰＬＭＮメッセージングドメインとＰＬＭＮ及びＩＰ間の制御エンティティとメ
ッセージングイネーブルＩＰドメインとの間における相互作用を示す説明図である。
【図２】ＰＬＭＮで発信されかつＰＤＮで着信するＳＭＳの信号送信のフローを示す図で
ある。
【図３】ＰＤＮドメインで発信されかつＰＬＭＮドメインで着信するＳＭＳの信号送信フ
ローを示す図である。
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