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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークにおいてデータメッセージの伝送用に使用可能であるメッセージゲー
トウェイエンティティであって、
・　登録手順に関与しうると共に、
・　MAP（Mobile Application Part）シグナリングを使用して、登録情報を含む要求メッ
セージを加入者データベースへ送信しうる
ように接続および構成され、さらに、前記メッセージゲートウェイエンティティに関連す
る登録データおよびアドレスデータを含む情報要素を前記要求メッセージに含めるように
構成され、ただし前記アドレスデータは別の情報要素として前記要求メッセージに含めら
れる、メッセージゲートウェイエンティティ。
【請求項２】
　前記MAPシグナリングの前記要求メッセージとしてMAP-Any-Time-Modification要求メッ
セージを使用するように構成される、請求項1に記載のメッセージゲートウェイエンティ
ティ。
【請求項３】
　メッセージゲートウェイエンティティパラメータの修正要求に前記情報要素を含めるよ
うに構成される、請求項2に記載のメッセージゲートウェイエンティティ。
【請求項４】
　前記加入者データベースは加入者位置情報レジスタ（Home Location Register; HLR）
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であり、
　前記メッセージゲートウェイエンティティは、前記加入者位置情報レジスタとの間にJ
インターフェースを張るように構成され、前記要求メッセージの送信を、前記Jインター
フェースを介して行うように更に構成される、
請求項１から３のいずれかに記載のメッセージゲートウェイエンティティ。
【請求項５】
　前記メッセージゲートウェイエンティティに関連する前記アドレスデータを、前記メッ
セージゲートウェイエンティティに関する情報のために再利用される既存の情報要素に関
連して、前記要求メッセージに含めるように構成される、請求項1から4のいずれかに記載
のメッセージゲートウェイエンティティ。
【請求項６】
　前記メッセージゲートウェイエンティティが通信ネットワークのコアネットワーク制御
要素の機能性を提供するように構成されるか否かを示す情報要素を、前記メッセージゲー
トウェイエンティティに関連する前記情報要素に導入するように構成される、請求項1か
ら5のいずれかに記載のメッセージゲートウェイエンティティ。
【請求項７】
　前記メッセージゲートウェイエンティティは、
・　登録解除手順に関与し、
・　MAPシグナリングを使用して、登録解除情報を含む要求メッセージを送信し、前記要
求メッセージは、前記メッセージゲートウェイエンティティに関連する登録解除データを
含む情報要素をさらに含み、
・　前記要求メッセージに対する前記登録解除の完了を示す応答メッセージを受信する、
ように構成される、請求項1から3のいずれかに記載のメッセージゲートウェイエンティテ
ィ。
【請求項８】
　前記MAPシグナリングの前記要求メッセージとしてMAP-Any-Time-Modification要求メッ
セージを使用するように構成される、請求項7に記載のメッセージゲートウェイエンティ
ティ。
【請求項９】
　メッセージゲートウェイエンティティパラメータの修正要求に前記情報要素を含めるよ
うに構成される、請求項8に記載のメッセージゲートウェイエンティティ。
【請求項１０】
　前記データメッセージは、ショートメッセージサービスのショートメッセージである、
請求項1から9のいずれかに記載のメッセージゲートウェイエンティティ。
【請求項１１】
　メッセージゲートウェイエンティティにおいて、通信ネットワークにおけるデータメッ
セージの伝送を制御すること；
　登録手順に関与すること；
　MAP（Mobile Application Part）シグナリングを使用して、登録情報を含む要求メッセ
ージを加入者データベースへ送信すること；
　前記メッセージゲートウェイエンティティに関連する登録データおよびアドレスデータ
を含む情報要素を前記要求メッセージに含めること、ただし前記アドレスデータは別の情
報要素として前記要求メッセージに含めること；
を含む、方法。
【請求項１２】
　前記MAPシグナリングの前記要求メッセージとしてMAP-Any-Time-Modification要求メッ
セージを使用することを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　メッセージゲートウェイエンティティパラメータの修正要求に前記情報要素を含めるこ
とを含む、請求項１２に記載の方法。
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【請求項１４】
　前記加入者データベースは加入者位置情報レジスタ（Home Location Register; HLR）
であり、前記メッセージゲートウェイエンティティは前記加入者位置情報レジスタとの間
にJインターフェースを張るように構成され、
　前記要求メッセージの送信は、前記Jインターフェースを介して行われる、
請求項１１から１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　前記メッセージゲートウェイエンティティに関連する前記アドレスデータを、前記メッ
セージゲートウェイエンティティに関する情報のために再利用される既存の情報要素に関
連して、前記要求メッセージに含めることを含む、請求項１１から１３のいずれかに記載
の方法。
【請求項１６】
　前記メッセージゲートウェイエンティティが通信ネットワークのコアネットワーク制御
要素の機能性を提供するように構成されるか否かを示す情報要素を、前記メッセージゲー
トウェイエンティティに関連する前記情報要素に導入することを含む、請求項１１から１
５のいずれかに記載の方法。
【請求項１７】
　前記メッセージゲートウェイエンティティは、
・　登録解除手順に関与すること；
・　MAPシグナリングを使用して、登録解除情報を含む要求メッセージを送信すること、
ただし前記要求メッセージは、前記メッセージゲートウェイエンティティに関連する登録
解除データを含む情報要素をさらに含むこと；
・　前記要求メッセージに対する前記登録解除の完了を示す応答メッセージを受信するこ
と；
をさらに含む、請求項１１から１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１８】
　前記MAPシグナリングの前記要求メッセージとしてMAP-Any-Time-Modification要求メッ
セージを使用することを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　メッセージゲートウェイエンティティパラメータの修正要求に前記情報要素を含めるこ
とを含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記データメッセージは、ショートメッセージサービスのショートメッセージである、
請求項１１から１９のいずれかに記載の方法。
【請求項２１】
　通信ネットワークにおいてデータメッセージの伝送を制御するために使用可能である加
入者データベース（Home Subscriber Database）であって、
・　メッセージゲートウェイエンティティから、MAPシグナリングによって、登録情報を
含む要求メッセージを受信し、ただし前記要求メッセージは前記メッセージゲートウェイ
エンティティに関連する登録データおよびアドレスデータを含む情報要素をさらに含み、
また前記要求メッセージは、前記アドレスデータを別の情報要素として含み、
・　登録手順を実行するために、前記登録情報および情報要素を前記加入者データベース
に保存し、
・　前記メッセージゲートウェイエンティティに接続される宛先にデータメッセージを伝
送するための経路情報要求に対して応答するために、前記保存された登録情報および情報
要素を使用しうる、
ように接続および構成される、加入者データベース。
【請求項２２】
　MAP-Any-Time-Modification要求メッセージが前記MAPシグナリングの前記要求メッセー
ジとして使用される、請求項21に記載の加入者データベース。
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【請求項２３】
　前記情報要素は、メッセージゲートウェイエンティティパラメータの修正要求に含まれ
る、請求項22に記載の加入者データベース。
【請求項２４】
　前記加入者データベースは加入者位置情報レジスタ（Home Location Register; HLR）
であり、前記メッセージゲートウェイエンティティとの間にJインターフェースを張るよ
うに構成され、
　前記要求メッセージを、前記Jインターフェースを介して受信するように構成される、
請求項２１から２３のいずれかに記載の加入者データベース。
【請求項２５】
　前記メッセージゲートウェイエンティティに関連する前記アドレスデータは、前記メッ
セージゲートウェイエンティティに関する情報のために再利用される既存の情報要素に関
連して、前記要求メッセージに含められる、請求項21から23のいずれかに記載の加入者デ
ータベース。
【請求項２６】
　前記メッセージゲートウェイエンティティに関連する前記情報要素の一部から、前記メ
ッセージゲートウェイエンティティが通信ネットワークのコアネットワーク制御要素の機
能性を提供するように構成されているか否かを認識するように構成される、請求項21から
25のいずれかに記載の加入者データベース。
【請求項２７】
　前記メッセージゲートウェイ要素に関連する前記登録情報および情報要素を、前記経路
情報要求に応じて独占的に送信するように構成される、請求項21から26のいずれかに記載
の加入者データベース。
【請求項２８】
　前記メッセージゲートウェイ要素に関連する前記登録情報および情報要素を前記経路情
報要求に応じて送信し、前記通信ネットワークに存在する少なくとも1つのコアネットワ
ーク制御要素に関連する登録情報およびアドレスデータを前記経路情報要求に応じて送信
するように構成される、請求項21から26のいずれかに記載の加入者データベース。
【請求項２９】
　前記メッセージゲートウェイ要素が通信ネットワークのコアネットワーク制御要素の機
能性を提供するように構成されているという情報を、この情報が前記メッセージゲートウ
ェイエンティティに関連する前記情報要素の前記部分から認識される場合に、前記経路情
報要求に応じて送信するように構成される、請求項27または28のいずれかに記載の加入者
データベース。
【請求項３０】
・　登録解除手順を実行し、
・　MAPシグナリングによって、登録解除情報を含む要求メッセージを受信し、ただし前
記要求メッセージは前記メッセージゲートウェイエンティティに関連する登録解除データ
を含む情報要素をさらに含み、
・　前記保存された登録情報および情報要素を削除し、
・　前記登録解除の完了を示す応答メッセージを送信する、
ようにさらに構成される、請求項21から29のいずれかに記載の加入者データベース。
【請求項３１】
　前記MAPシグナリングの前記要求メッセージとしてMAP-Any-Time-Modification要求メッ
セージが使用される、請求項30に記載の加入者データベース。
【請求項３２】
　前記情報要素は、メッセージゲートウェイエンティティパラメータの修正要求に含めら
れる、請求項31に記載の加入者データベース。
【請求項３３】
　前記データメッセージは、ショートメッセージサービスのショートメッセージである、
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請求項21から32のいずれかに記載の加入者データベース。
【請求項３４】
・　加入者データベース（Home Subscriber Database）において、通信ネットワークにお
いてデータメッセージの伝送を制御すること；
・　メッセージゲートウェイエンティティから、MAPシグナリングによって、登録情報を
含む要求メッセージを受信すること、ただし前記要求メッセージは前記メッセージゲート
ウェイエンティティに関連する登録データおよびアドレスデータを含む情報要素をさらに
含み、また前記要求メッセージは、前記アドレスデータを別の情報要素として含むこと；
・　登録手順を実行するために、前記登録情報および情報要素を前記加入者データベース
に保存すること；
・　前記メッセージゲートウェイエンティティに接続される宛先にデータメッセージを伝
送するための経路情報要求に対して応答するために、前記保存された登録情報および情報
要素を使用すること；
を含む、方法。
【請求項３５】
　MAP-Any-Time-Modification要求メッセージが前記MAPシグナリングの前記要求メッセー
ジとして使用されることを含む、請求項34に記載の方法。
【請求項３６】
　前記情報要素が、メッセージゲートウェイエンティティパラメータの修正要求に含まれ
ることを含む、請求項35に記載の方法。
【請求項３７】
　前記加入者データベースは加入者位置情報レジスタ（Home Location Register; HLR）
であり、前記メッセージゲートウェイエンティティとの間にJインターフェースを張るよ
うに構成され、
　前記要求メッセージは、前記Jインターフェースを介して受信される、
請求項３４から３６のいずれかに記載の方法。
【請求項３８】
　前記メッセージゲートウェイエンティティに関連する前記アドレスデータが、前記メッ
セージゲートウェイエンティティに関する情報のために再利用される既存の情報要素に関
連して、前記要求メッセージに含められることを含む、請求項34から36のいずれかに記載
の方法。
【請求項３９】
　前記メッセージゲートウェイエンティティに関連する前記情報要素の一部から、前記メ
ッセージゲートウェイエンティティが通信ネットワークのコアネットワーク制御要素の機
能性を提供するように構成されているか否かを認識することを含む、請求項34から38のい
ずれかに記載の方法。
【請求項４０】
　前記メッセージゲートウェイ要素に関連する前記登録情報および情報要素を、前記経路
情報要求に応じて独占的に送信することを含む、請求項34から39のいずれかに記載の方法
。
【請求項４１】
　前記メッセージゲートウェイ要素に関連する前記登録情報および情報要素を前記経路情
報要求に応じて送信し、前記通信ネットワークに存在する少なくとも1つのコアネットワ
ーク制御要素に関連する登録情報およびアドレスデータを前記経路情報要求に応じて送信
することを含む、請求項34から39のいずれかに記載の方法。
【請求項４２】
　前記メッセージゲートウェイ要素が通信ネットワークのコアネットワーク制御要素の機
能性を提供するように構成されているという情報を、この情報が前記メッセージゲートウ
ェイエンティティに関連する前記情報要素の前記部分から認識される場合に、前記経路情
報要求に応じて送信することを含む、請求項40または41のいずれかに記載の方法。
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【請求項４３】
・　登録解除手順を実行し、
・　MAPシグナリングによって、登録解除情報を含む要求メッセージを受信し、ただし前
記要求メッセージは前記メッセージゲートウェイエンティティに関連する登録解除データ
を含む情報要素をさらに含み、
・　前記保存された登録情報および情報要素を削除し、
・　前記登録解除の完了を示す応答メッセージを送信する、
ことを含む、請求項34から42のいずれかに記載の方法。
【請求項４４】
　前記MAPシグナリングの前記要求メッセージとしてMAP-Any-Time-Modification要求メッ
セージが使用されることを含む、請求項43に記載の方法。
【請求項４５】
　前記情報要素が、メッセージゲートウェイエンティティパラメータの修正要求に含まれ
ることを含む、請求項44に記載の方法。
【請求項４６】
　前記データメッセージは、ショートメッセージサービスのショートメッセージである、
請求項34から45のいずれかに記載の方法。
【請求項４７】
　通信ネットワークにおけるデータメッセージの伝送を制御するためのシステムであって
、
・　前記データメッセージの宛先としての受信部と、
・　前記通信ネットワークにおいてデータメッセージの伝送用に使用可能であるメッセー
ジゲートウェイエンティティであって、登録手順に関与しうると共に、MAPシグナリング
を使用して、登録情報を含む要求メッセージを加入者データベースに送信しうるように接
続および構成され、さらに該メッセージゲートウェイエンティティに関連する登録データ
およびアドレスデータを含む情報要素を前記要求メッセージに含めるように、ただし前記
アドレスデータを別の情報要素として含めるように構成される、メッセージゲートウェイ
エンティティと、
・　前記通信ネットワークにおいてデータメッセージの伝送を制御するために使用可能で
ある前記加入者データベースであって、MAPシグナリングによって登録情報を含む要求メ
ッセージを前記メッセージゲートウェイエンティティから受信し、登録手順を実行するた
めに前記登録情報および情報要素を前記加入者データベースに保存し、前記メッセージゲ
ートウェイエンティティに接続される宛先にデータメッセージを伝送するための経路情報
要求に対して応答するために、前記保存された登録情報および情報要素を使用しうるよう
に接続および構成され、前記要求メッセージは前記メッセージゲートウェイエンティティ
に関連する登録およびアドレスデータを含む情報要素をさらに含む、前記加入者データベ
ースと、
を備えるシステム。
【請求項４８】
　通信ネットワークにおけるデータメッセージの伝送を制御する方法であって、
・　登録手順を実行することと、
・　登録情報を含む要求メッセージを、メッセージゲートウェイエンティティから加入者
データベースに、MAP（Mobile Application Part）シグナリングを使用して送信すること
であって、前記要求メッセージは、前記メッセージゲートウェイエンティティに関連する
登録データおよびアドレスデータを含む情報要素をさらに含み、また前記要求メッセージ
は、前記アドレスデータを別の情報要素として含むことと、
・　前記登録情報および情報要素を前記加入者データベースに保存することと、
・　前記メッセージゲートウェイエンティティに接続された宛先にデータメッセージを伝
送するための経路情報要求に対して、前記加入者データベースより応答するために、前記
保存された登録情報および情報要素を使用することと、
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を含む方法。
【請求項４９】
　コンピュータ可読媒体において具現化されるコンピュータプログラムであって、通信ネ
ットワークにおけるデータメッセージの伝送に使用可能なメッセージゲートウェイエンテ
ィティの機能を実現するためのソフトウェアコード部分を含み、
・　登録手順に関与することと、
・　MAPシグナリングを使用して、登録情報を含む要求メッセージを加入者データベース
へ送信することと、
・　加入者の呼管理の制御に使用可能な前記メッセージゲートウェイエンティティ制御要
素に関連する登録データおよびアドレスデータを含む情報要素を、前記要求メッセージに
含めること、ただし前記アドレスデータは別の情報要素として前記要求メッセージに含め
ること、
を実行するように、コンピュータを制御するように構成される、コンピュータプログラム
。
【請求項５０】
　コンピュータ可読媒体において具現化されるコンピュータプログラムであって、通信ネ
ットワークにおけるデータメッセージの伝送を制御するために使用可能な加入者データベ
ースの機能を実現するソフトウェアコード部分を含み、
・　メッセージゲートウェイエンティティから、MAPシグナリングによって、登録情報を
含む要求メッセージを受信すること、ただし前記要求メッセージは、前記メッセージゲー
トウェイエンティティに関連する登録データおよびアドレスデータを含む情報要素をさら
に含み、また前記要求メッセージは、前記アドレスデータを別の情報要素として含む、こ
とと、
・　登録手順を実行するために、前記登録情報および情報要素を保存することと、
・　前記メッセージゲートウェイエンティティに接続される宛先にデータメッセージを伝
送するための経路情報要求に対して応答するために、前記保存された登録情報および情報
要素を使用することと、
を実行するように、コンピュータを制御するように構成される、コンピュータプログラム
。
【請求項５１】
　前記加入者データベースは加入者位置情報レジスタ（Home Location Register; HLR）
であり、
　前記メッセージゲートウェイエンティティと前記加入者位置情報レジスタとの間はJイ
ンターフェースで接続され、
　前記要求メッセージは前記Jインターフェースを介して送信される、請求項４７に記載
のシステム。
【請求項５２】
　前記加入者データベースは加入者位置情報レジスタ（Home Location Register; HLR）
であり、
　前記メッセージゲートウェイエンティティと前記加入者位置情報レジスタとの間はJイ
ンターフェースで接続され、
　前記要求メッセージは前記Jインターフェースを介して送信される、請求項４８に記載
の方法。
【請求項５３】
　前記加入者データベースは加入者位置情報レジスタ（Home Location Register; HLR）
であり、
　前記メッセージゲートウェイエンティティと前記加入者位置情報レジスタとの間はJイ
ンターフェースで接続され、
　前記要求メッセージは前記Jインターフェースを介して送信される、請求項４９に記載
のコンピュータプログラム。
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【請求項５４】
　前記加入者データベースは加入者位置情報レジスタ（Home Location Register; HLR）
であり、
　前記メッセージゲートウェイエンティティと前記加入者位置情報レジスタとの間はJイ
ンターフェースで接続され、
　前記要求メッセージは前記Jインターフェースを介して受信される、請求項５０に記載
のコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データメッセージ、特に、通信ネットワークにおけるショートメッセージサ
ービス（Short Message Service; SMS）のショートメッセージの伝送を制御するための機
構に関する。具体的には、本発明は、登録手順によりもたらされる対応する経路情報を提
供することによって、メッセージ伝送の制御に使用可能な外部ショートメッセージゲート
ウェイエンティティ（short message gateway entity; SM-GW）、対応するメッセージゲ
ートウェイエンティティ、加入者位置情報レジスタ（Home Location Register; HLR）ま
たは加入者サーバ（Home Subscriber Server; HSS）などの対応する加入者データベース
（Home Subscriber Database）、対応するシステム、ならびに対応するコンピュータプロ
グラムによって、ユーザ機器（User Equipment; UE）へのデータメッセージの伝送を制御
する方法に関する。
【０００２】
　後述する本発明において、以下の事項について留意されたい。
・　ユーザ機器は、例えば、ユーザが通信ネットワークにアクセスできる任意の装置であ
ってもよい。これは、基盤となる技術プラットフォームに依存しない携帯型ならびに非携
帯型の装置やネットワークを意味する。ほんの一例として、第3世代パートナーシッププ
ロジェクト（3rd Generation Partnership Project; 3GPP）によって標準化される原理に
基づき操作され、例えばUMTS端末として既知である通信機器が、本発明に関連する使用に
特に適していることに留意されたい。
・　本明細書においてショートメッセージについて言及したが、これは、特定のコンテン
ツを有するメッセージタイプに関する具体例のみを例示している。本発明で使用されるコ
ンテンツは、音声、映像、画像、および／またはテキストデータ、あるいはその組み合わ
せの属性を記述している音声データ、映像データ、画像データ、テキストデータ、および
メタデータのうちの少なくとも1つのマルチメディアデータ、あるいは、さらなる例とし
て、アクセス／ダウンロードされるアプリケーションプログラムのプログラムコードなど
のその他のデータも、代替的または付加的に意味するように意図される。
・　ソフトウェアコード部分として実装されると考えられ、また、本明細書で後述される
エンティティのうちの1つにおいてプロセッサを使用して実行される方法ステップは、ソ
フトウェアコードに依存せず、任意である既知または今後開発されるプログラミング言語
を使用して特定可能である。 
・　エンティティのうちの1つにおいてハードウェアコンポーネントとして実装されうる
方法ステップおよび／または装置は、ハードウェアに依存せず、任意である既知または今
後開発されるハーアドウェア技術またはMOS、CMOS、BiCMOS、ECL、TTL、などの任意のハ
イブリッドを使用して、例えばASICコンポーネントまたはDSPコンポーネントを使用して
実装可能である。
・　概して、方法中のいかなる段階も、本発明の概念を変更することなく、ソフトウェア
としてまたはハードウェアによって実装されることに適切である。 
・　装置または手段は、個々の装置または手段として実装可能であるが、装置の機能性が
維持される限りは、分散方式によってシステムに実装されることを除外しない。
【背景技術】
【０００３】
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　総合デジタル通信網（Integrated Services Digital Network; ISDN）などの有線ベー
スの通信ネットワーク、または、cdma2000（符号分割多元接続）方式、ユニバーサル移動
電気通信システム（Universal Mobile Telecommunications System; UMTS）のようなセル
ラ第3世代（3G）通信ネットワーク、移動通信用グローバルシステム（Global System for
 Mobile communications; GSM）のようなセルラ第2世代（2G）通信ネットワーク、汎用パ
ケット無線システム（General Packet Radio System; GPRS）、グローバルエボルーショ
ン用拡張データ速度（Data Rates for Global Evolution; EDGE）などの無線通信ネット
ワーク、または、無線ローカルエリアネットワーク（Wireless Local Area Network; WLA
N）などのその他の無線通信システムなどの通信ネットワークが、ここ数年で世界中にお
いて急速に拡大している。第3世代パートナーシッププロジェクト（3rd Generation Part
nership Project; 3GPP）、国際電気通信連合（International Telecommunication Union
; ITU）、第3世代パートナーシッププロジェクト2（3rd Generation Partnership Projec
t 2; 3GPP2）、インターネットエンジニアリングタスクフォース（Internet Engineering
 Task Force; IETF）などの種々の組織は、電気通信ネットワークおよび多重アクセス環
境の標準化に取り組んでいる。
【０００４】
　通常、通信ネットワークのシステム構造は、一加入者、例えば、移動局、携帯電話機、
固定電話機、パーソナルコンピュータ（PC）、ノートパソコン、または携帯情報端末（PD
A）などの加入者通信機器が、送受信機や、無線インターフェースまたは有線インターフ
ェースなどのインターフェースを介してアクセスネットワークサブシステムに接続される
ようになっている。アクセスネットワークサブシステムは、通信機器を出入りする通信接
続を制御し、対応するコアネットワークまたはバックボーンネットワークサブシステムに
インターフェースを介して接続される。コア（またはバックボーン）ネットワークサブシ
ステムは、別の通信機器、サービスプロバイダ（サーバ／プロキシ）、または別の通信ネ
ットワークなどの宛先の加入者に通信接続を介して伝送されるようにデータを交換する。
コアネットワークサブシステムは、複数のアクセスネットワークサブシステムに接続され
てもよいことに留意されたい。当業者に既知であるように、また、例えばUMTSまたはGSM
などの各仕様に規定されるように、実際のネットワーク構造は、使用される通信ネットワ
ークに応じて変化してもよい。
【０００５】
　通常、ユーザ機器（または加入者端末）などのネットワーク要素と、別の通信機器また
は端末、データベース、サーバなどとの通信接続を適切に確立および処理するには、ネッ
トワーク制御要素、サポートノード、またはサービスノードなどの1つ以上の中間ネット
ワーク要素を伴う。移動交換局（Mobile Switching Center; MSC）またはサービングGPRS
サポートノード（Serving GPRS Support Node; SGSN）などのネットワーク制御要素は、
呼設定、呼制御、および呼終了などの制御に関与する。
【０００６】
　回線交換（CS）ネットワーク、パケット交換（PS）ネットワーク、およびIPマルチメデ
ィアサブシステム（IP Multimedia Subsystem; IMS）などのインターネットプロトコル（
IP）ベースのネットワークなどの、ますます多くの通信ネットワークシステムが並行して
確立されているため、加入者の連続的な呼またはSMSなどのメッセージ交換を可能にする
これらのネットワークシステム間の相互接続を提供することによって、関連性が増加する
。これに関して、例えば、伝送メッセージが確実に宛先に経路指定されることが必要であ
る。
【０００７】
　2Gまたは3G電気通信ネットワーク（GSM/UMTS）などの3GPPベースのネットワークの場合
、対応するGSM/UMTSコアネットワークにおける移動機へのショートメッセージの伝送は、
現在のところ、MSCまたはSGSNを介してのみ、ショートメッセージを加入者に対して経路
指定することが可能である。経路情報は、通常、コアネットワーク要素によって、HLRま
たはHSSなどのデータベースから取り込まれる。
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【０００８】
　しかしながら、ショートメッセージの送信をいくつかの外部の（GSM/UMTS コアネット
ワークの視点から）ゲートウェイを使用しても可能であるという要件が出てきている。こ
のような要件の例は、3GPP仕様TS 23.204（一般的3GPP IPアクセスにおけるSMSおよびMMS
のサポート）、Vl.0.0に挙げられる。
【０００９】
　この文書において、IMS能力を使用して、一般的なIP接続アクセスネットワーク（IP Co
nnectivity Access Network; IP-CAN）上のSMSに対応するために必要な能力および強化が
特定されている。具体的には、IPショートメッセージゲートウェイ（IP Short Message G
ateway; IP-SM-GW）の利用について説明され、このIPショートメッセージゲートウェイは
、IPベースのUEとショートメッセージサービスセンター（Short Message Service Centre
; SMSC）との間のショートメッセージの配信に相互作用するプロトコルを提供する。この
要素の機能は、この要素がMSCまたはSGSNとしてSMS-GMSCに存在するゲートウェイMSC（Ga
teway MSC; GMSC）に接続することと、この要素がMSCまたはSGSNとしてSMS-IWMSCに存在
するSMS相互作用MSC（SMS Interworking MSC; SMS-IWMSC）に、確立されたプロトコルを
使用して接続することと、IMSメッセージングをトランスポートとして使用してUEと通信
すると共に、SMSメッセージのフォーマットおよび機能性を維持することと、MSISDNと端
末のIPアドレスとの間の関係に関する認識を取得することと、IMSコアに対してアプリケ
ーションサーバ（Application Server; AS）として作用することである。一般的なIPアク
セスにおいてこのようなSMSに対応するためには、HSSは、IP-SM-GWのアドレスを保存し、
それを「ショートメッセージの送信経路情報」手順の一部として提供し、SMSを配信する
ために、端末がIP-SM-GWに登録されていることを示すような機能に対応しなければならな
い。「SendRoutinglnfoForShortMsg」要求に応答してIP-SM-GWのアドレスを返送可能にす
るには、HSSは、端末がIPショートメッセージゲートウェイに登録されていること、なら
びにこれがショートメッセージ配信の好適な方法であることを示す必要がある。IP-SM-GW
は、IMSにおけるUEの登録状態に関して報告を受ける。登録時に、IP-SM-GWは、UEの登録
が成功したことを示すメッセージをHSSに送信する。
【００１０】
　TS23.204 仕様に基づくUEおよび IP-SM-GWの登録または登録解除手順によれば、登録（
登録解除）のためのShインターフェース上でのIP-SM-GW登録（登録解除）要求およびIP-S
M-GW登録（登録解除）応答の使用が明記されている。Shインターフェースは、IP-SM-GWと
HSSとの間に設けられ、ユーザがIMS上でSMSを受信可能であることについてHSSが報告を受
けられるようにする。MSCまたは SGSNアドレスは、位置更新などに関連してHLRにおいて
更新される。
【００１１】
　しかしながら、3GPP標準では、HLRとHSSを「区別」しない。これは、3GPPに基づくHSS
は、両方の機能性一式を備えることを意味する。しかしながら、実際のところ、HLRとHSS
が異なるネットワーク要素であることが可能であり、またよくあることである。したがっ
て、当技術において規定されるように、IP-SM-GWアドレスがShインターフェースを介して
HSSに送信される場合、そのアドレスをさらにHLRに配信するための専用の解決手段を提供
する必要がある。このアドレスは、HLRにおいて特に必要であることに留意されたい。さ
らに、Shインターフェースは、ダイアメータ（Diameter）プロトコルに基づくため、ベン
ダー独自のダイアメータアプリケーションになる。したがって、ネットワーク構造は、よ
り複雑になり、より高価になる。
【発明の開示】
【００１２】
　したがって、本発明の目的は、通信ネットワークにおけるメッセージ伝送を制御するた
めの改良型の機構を提供することにある。具体的には、本発明の目的は、外部メッセージ
ゲートウェイエンティティを介したユーザ機器へのデータメッセージを可能にする機構を
提供することにあり、ここで、必要とされる経路情報は、適切な方法で利用可能になる。
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【００１３】
　本目的は、添付の特許請求の範囲によって規定される手段によって達成される。
【００１４】
　具体的には、提案された解決手段の一側面によると、例えば、通信ネットワークにおい
てデータメッセージの伝送を制御する方法であって、登録手順を実行することと、MAP（M
obile Application Part）シグナリングを使用することによって、登録情報を含む要求メ
ッセージを、メッセージゲートウェイエンティティ（Message Gateway Entity）から加入
者データベース（Home Subscriber Database）に送信することであって、要求メッセージ
は、メッセージゲートウェイエンティティに関連する登録およびアドレスデータを含む情
報要素をさらに含むことと、登録情報および情報要素を加入者データベースに保存するこ
とと、メッセージゲートウェイエンティティに接続される宛先にデータメッセージを伝送
するための経路情報要求に対して、加入者データベースより応答するために、保存された
登録情報および情報要素を使用することと、を含む方法が提供される。
【００１５】
　さらに、提案された解決手段の一側面によると、例えば、通信ネットワークにおいてデ
ータメッセージの伝送用に使用可能であるメッセージゲートウェイエンティティであって
、登録手順に関与しうると共に、MAPシグナリングを使用して登録情報を含む要求メッセ
ージを加入者データベースに送信しうるように接続および構成される、メッセージゲート
ウェイエンティティが提供される。このメッセージゲートウェイエンティティはさらに、
メッセージゲートウェイエンティティに関連する登録およびアドレスデータを含む情報要
素を要求メッセージに含めるように構成される。
【００１６】
　さらに、提案された解決手段の一側面によると、例えば、通信ネットワークにおいてデ
ータメッセージの伝送を制御するために使用可能である加入者データベース（Home Subsc
riber Database ；例えばHLR）であって、MAPシグナリングによって登録情報を含む要求
メッセージをメッセージゲートウェイエンティティから受信し、登録手順を実行するため
に登録情報および情報要素を加入者データベースに保存し、メッセージゲートウェイエン
ティティに接続される宛先にデータメッセージを伝送するための経路情報要求に対して応
答すべく保存された登録情報および情報要素を使用しうるように接続および構成される、
加入者データベースが提供される。ここで、上記要求メッセージは、メッセージゲートウ
ェイエンティティに関連する登録およびアドレスデータを含む情報要素をさらに含む。
【００１７】
　また、提案された解決手段の一側面によると、例えば、コンピュータ用のコンピュータ
プログラムであって、前記コンピュータ上で実行される場合に、前記コンピュータを、通
信ネットワークにおけるデータメッセージの伝送に使用可能なメッセージゲートウェイエ
ンティティとして機能させるようなソフトウェアコード部分を含み、登録手順に関与する
ことと、MAPシグナリングを使用して、登録情報を含む要求メッセージを加入者データベ
ースに送信することと、加入者の呼管理の制御に使用可能な前記メッセージゲートウェイ
エンティティ制御要素に関連する登録およびアドレスデータを含む情報要素を、前記要求
メッセージに含むことと、を実行するように構成される、コンピュータプログラムが提供
される。
【００１８】
　同様に、提案された解決手段の一側面によると、例えば、コンピュータ用のコンピュー
タプログラムであって、前記コンピュータ上で実行される場合に、前記コンピュータを、
通信ネットワークにおけるデータメッセージの伝送を制御するために使用可能な加入者デ
ータベースとして機能させるようなソフトウェアコード部分を含み、MAPシグナリングに
よって、登録情報を含む要求メッセージをメッセージゲートウェイエンティティから受信
することと、登録手順を実行するために、前記登録情報および情報要素を保存することと
、前記メッセージゲートウェイエンティティに接続される宛先にデータメッセージを伝送
するための経路情報要求に対して応答するために、前記保存された登録情報および情報要
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素を使用することと、を実行するように構成される、コンピュータプログラムが提供され
る。ただし、上記要求メッセージは、前記メッセージゲートウェイエンティティに関連す
る登録およびアドレスデータを含む情報要素をさらに含む。
【００１９】
　さらなる改良によると、提案された解決手段は、以下の特徴のうちの1つ以上を含んで
もよい。
・　MAP-Any-Time-Modification要求メッセージは、前記MAPシグナリングの前記要求メッ
セージとして使用されてもよい。
・　前記情報要素は、メッセージゲートウェイエンティティパラメータの修正要求に含ま
れてもよい。
・　前記メッセージゲートウェイエンティティに関連する前記アドレスデータは、別々の
情報要素として前記要求メッセージに含まれてもよく、あるいは前記メッセージゲートウ
ェイエンティティに関連する前記アドレスデータは、前記メッセージゲートウェイエンテ
ィティ関連情報用に再利用される既存の情報要素に関連して、前記要求メッセージに含ま
れてもよい。
・　前記メッセージゲートウェイエンティティに関連する前記情報要素は、前記メッセー
ジゲートウェイエンティティが通信ネットワークのコアネットワーク制御要素の機能性を
提供するように構成されるか否かを示す情報要素をさらに含んでもよい。
・　前記メッセージゲートウェイエンティティに接続される宛先にデータメッセージを伝
送するための経路情報要求に対して、前記加入者データベースより応答するために、前記
保存された登録情報および情報要素を使用することについて、前記メッセージゲートウェ
イ要素に関連する前記登録情報および情報要素のみが、経路情報の前記要求に応じて送信
されてもよく、あるいは、前記メッセージゲートウェイエンティティに接続される宛先に
データメッセージを伝送するための経路情報要求に対して、前記加入者データベースより
応答するために、前記保存された登録情報および情報要素を使用することについて、前記
メッセージゲートウェイ要素に関連する前記登録情報および情報要素、ならびに前記通信
ネットワークに存在する少なくとも1つのコアネットワーク制御要素に関連する登録情報
およびアドレスデータが、経路情報の前記要求に応じて送信されてもよい。
・　登録解除手順を実行する際、登録解除情報を含む要求メッセージは、MAPシグナリン
グを使用して、前記メッセージゲートウェイエンティティから前記加入者データベースに
送信されてもよく、前記要求メッセージは、前記メッセージゲートウェイエンティティに
関連する登録解除データを含む情報要素をさらに含み、前記保存された登録情報および情
報要素は、前記加入者データベースから削除されてもよく、前記要求メッセージに対する
前記登録解除の完了を示す応答メッセージは、前記加入者データベースから前記メッセー
ジゲートウェイ要素に送信されてもよく、また、MAP-Any-Time-Modification要求メッセ
ージを、MAPシグナリングの前記要求メッセージとして使用してもよく、さらに、上記情
報要素は、メッセージゲートウェイエンティティパラメータの修正要求に含まれてもよい
。
・　上記データメッセージは、ショートメッセージサービスのショートメッセージであっ
てもよい。
【００２０】
　上記提案された解決手段により、次の利点が達成可能になる。回線交換（Circuit Swit
ched; CS）ルーティングやパケット交換（Packet Switched: PS）ルーティングなどの現
在利用可能である機構以外のその他の経路指定機構も利用して、移動機へのSMを送信する
ことが可能である。本発明に従う外部SM-GWは、どのような外部ゲートウェイであっても
よく、TS 23.204に規定されるようなIPベースのIP-SM-GWに限られない。さらに、本発明
に従う機構は、その他の目的のために利用されることができる。例えば、訪問先のネット
ワークに送信する前に、MT-SMをいくつかの外部ノードを介して経路指定する必要性が存
在する場合などに使用してもよい。これは、ショートメッセージなどのメッセージが、外
部ゲートウェイに経路指定されうることを意味している。例えば、SMSを送信する前に、
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確認または別の処置を取るためにこのようなことが起こりうる。これにより、例えば、SM
S転送、受信者の変更、ショートメッセージのスパムに関するショートメッセージの確認
（また、スプーク（spook）、スプーフ（spoof）、または偽ショートメッセージの確認）
、およびそのフィルタリングなどの新しい能力が提供され、また、スプーフおよび偽SMS
の妨害ポイントなどが提供されうる。
【００２１】
　外部SM-GWアドレスの登録／登録解除に関して既に規定されたMAP-ANY-TIME-MODIFICATI
ONサービスを使用することによって、特にHLRが既にMAP-ANY-TIME-MODIFICATIONサービス
に対応する場合に、HLRにおける実装が容易になる。しかしながら、必要な性能を提供す
る新しいMAPサービスを利用することも可能である。
【００２２】
　前述のように、3GPPでは、HLRとHSSを「区別」しないが、実際のところ、これらの機能
は、異なるネットワーク要素として存在してもよい。本発明に従う登録／登録解除のため
の前記機構を使用することによって、つまり、データを直接HLRに送信するMAPプロトコル
（SS7スタック）を使用することによって、システムをより複雑にする専用の解決手段を
提供する必要がなくなる。さらに、ネットワークの負荷を増大させるような更なるシグナ
リングなどを行なわずに、データがHLRにおいて直接利用可能である。
【００２３】
　本発明に関する上記およびさらなる目的、特徴、および利点は、説明および添付の図面
を参照することによってさらに明白になるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に従う機構が適用可能である簡易化ネットワーク構造を示すブロック図で
ある。
【００２５】
【図２ａ】本発明に従う機構において使用される登録手順を示すフローチャートである。
【００２６】
【図２ｂ】本発明に従う機構において使用される登録解除手順を示すフローチャートであ
る。
【００２７】
【図３】本発明に従う登録手順を示すメッセージフロー図である。
【００２８】
【図４】本発明に従う登録解除手順を示すメッセージフロー図である。
【００２９】
【図５】本発明に従う機構によって制御されるメッセージ配信手順を示すメッセージフロ
ー図である。
【００３０】
【図６ａ】本発明を示す例に使用されるMAPメッセージコンテンツにおける、パラメータ
変化の例を示す。
【図６ｂ】本発明を示す例に使用されるMAPメッセージコンテンツにおける、パラメータ
変化の例を示す。
【００３１】
【図７】MAP-ANY-TIME-MODIFICATION手順のメッセージフローを示す。
【好適な実施形態の説明】
【００３２】
　図面を参照して、本発明の実施形態について以下に説明する。本発明を例示するために
、3GPP仕様に基づく移動アクセスネットワークサブシステムおよびコアネットワークサブ
システムの構成要素を備える3Gネットワーク環境において、ならびにIMSネットワーク環
境において、好適な実施形態を説明する。しかしながら、本発明は、このようなネットワ
ーク環境における適用に限定されず、その他のネットワークタイプ、具体的には、メッセ
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ージゲートウェイエンティティのタイプと、それと関係するネットワークタイプに関して
、一般的に、適用可能であることに留意されたい。
　図1において、通信ネットワークの基本ネットワーク環境に関する略ブロック図が示さ
れる。図1に係る構造は、本発明が適用可能である通信ネットワーク環境のアーキテクチ
ャに関する、簡素化されたほんの一例を表すことに留意されたい。当業者に既知であるよ
うに、通信接続に使用されるいくつかの付加的なネットワーク要素および信号リンクが設
けられる。しかしながら、簡素化するために、本発明の説明に必要なこれらの要素のみが
図示される。
【００３３】
　さらに、本明細書に記載されるネットワーク要素およびその機能は、コンピュータ用の
コンピュータプログラムなどのソフトウェアによって、またはハードウェアによって実装
されてもよい。いずれの場合においても、そのそれぞれの機能を実行するために、通信機
器、移動交換局（MSC）および関連機能のようなコアネットワーク制御要素、無線アクセ
スネットワーク（Radio Access Network; RAN）要素のようなアクセスネットワークサブ
システム要素、外部SM-GWなどのメッセージゲートウェイエンティティなどの適宜使用さ
れる装置は、いくつかの手段および構成要素（図示せず）を備える。これらの手段および
構成要素は、制御、処理、および通信／シグナリングの機能性に必要とされる。このよう
な手段には、例えば、命令およびプログラムを実行し、データを処理するためのプロセッ
サ装置、プロセッサの作動範囲としての役割を果たすための命令、プログラム、およびデ
ータを保存するためメモリ手段、および同様なもの（例えば、ROM、RAM、EEPROMなど）、
ソフトウェアによってデータと命令を入力するための入力手段（例えば、フレキシブルデ
ィスク、CD-ROM、EEPROMなど）、ユーザが監視および操作可能になるユーザーインターフ
ェース手段（例えば、画面、キーボードなど）、プロセッサ装置の制御下でリンクおよび
／または接続を確立するためのインターフェース手段（例えば、有線および無線インター
フェース手段、アンテナなど）などを含んでもよい。それと同様に、IMSドメインなどの
外部SM-GWと関連付けられた第2のネットワーク環境は、図示されないいくつかの要素およ
び／または機能性を備えてもよいが、当業者に既知であるため本明細書においてさらに詳
しく説明しない。
【００３４】
　図1において、参照符号1は、ショートメッセージなどのメッセージを送受信するために
ネットワークと通信するユーザ機器を示す。具体的には、以下の説明は、移動機へのショ
ートメッセージの送信を対象とする。
【００３５】
　参照符号2は、通信ネットワークにアクセスを提供するための、アクセスネットワーク
システム／コアネットワークシステムを示す。アクセスネットワークシステム／コアネッ
トワークシステム2は、例えば、いくつかの呼状態制御機能（CSCF）、具体的には、Proxy
-CSCF（P-CSCF）およびServing-CSCF（S-CSCF）を備えるIMSシステムであってもよい。通
常、アクセスネットワークシステム／コアネットワークシステム2は、S-CSCFなどの通信
制御機能性を有する少なくとも1つのエンティティを備え、HSSまたはHLRなどのネットワ
ークデータベースと移動性に関して相互作用し、移動（UE）登録を管理し、接続またはセ
ッションを維持し、その他のサービスと相互作用する。
【００３６】
　参照符号3は、外部SM-GWなどの、外部メッセージゲートウェイエンティティを示す。本
要素の機能は、通常、メッセージ、具体的にはSMを、アクセスネットワークシステム／コ
アネットワークシステム2を介してUEに送信することである。本目的において、本要素は
、ゲートウェイMSC（GMSC）7に接続されるように構成され、確立されたMAPプロトコルを
使用してSMS相互作用MSC（SMS-IWMSC）7に接続されるように構成され（図1において、SMS
-GMSCおよびSMS-IWMSCは、一要素に一体化されているが、別々の要素であることも可能で
ある）、アクセスネットワークシステム／コアネットワークシステム2によって提供され
るトランスポート機構を使用してUEと通信すると共にSMSメッセージのフォーマットおよ
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び機能性を維持するように構成され、MSISDNと端末のネットワークアドレスの間の関係に
関する認識を取得するように構成され、ならびにアクセスネットワークシステム／コアネ
ットワークシステム2に対してアプリケーションサーバ（AS）として作用するように構成
される。さらに、本要素は、例えば、登録および加入のために、HSSまたはHLRなどの加入
者データベース6に接続される。外部SM-GWおよびHSS／HLR 6を接続するインターフェース
は、例えば、GSMサービスコントロール機能（GSM Service Control Function; gsmSCF）
とHSS/HLRの間で規定されるJインターフェースである。gsmSCFは、移動ネットワークのイ
ンテリジェントネットワーク（Intelligent Network; IN）制御環境を規定し、GSM/GPRS
システムなどとの相互作用を可能にするように強化されている。また、gsmSCFは、INサー
ビスに関連するサービス論理を保存する。
【００３７】
　SMS-GMSC/SMS-IWMSC 7は、E/Gdインターフェースによって外部SM-GWに接続される。こ
のインターフェースにより、MAPを使用して外部SM-GWはSMS-GMSCに接続可能になる。任意
により、外部SM-GWは、MSCまたはSGSNの機能性を備えることが可能である。この場合、E/
Gdインターフェースによって、外部SM-GWがMSCまたはSGSNとしてSMS-GMSCに存在すること
が可能になる。SMS-GMSC/SMS-IWMSC 7とHSS/HLR 7との接続は、例えば、C'インターフェ
ースによってもたらされ、メッセージの転送時に経路情報を取得する。C'インターフェー
スによって、MSCおよび／またはSGSNアドレスならびに／もしくはSM-GWアドレスの他に、
外部SM-GWアドレスを経路情報としてHLRがSMS-GMSC 7に返送可能になる。
【００３８】
　参照符号8は、ショートメッセージサービス局（SMSC）を示し、このSMSCは、ショート
メッセージの伝送を制御し、それらを宛先アドレスに転送する。参照符号9は、ショート
メッセージエンティティ（SME）を示し、このSMEは、ショートメッセージを送受信しても
よい（例えば、別のUE、アプリケーションサーバ、または別のSMSCなど）。
【００３９】
　図1には示されないが、外部SM-GWは、充電に使用されるデータ伝送用のネットワークの
充電要素にも接続されてもよい。図1のネットワークにおける本発明に従う登録手順を、
図2aおよび3に関連して以下に説明し、図1のネットワークにおける本発明に従う登録解除
手順を、図2bおよび4に関連して以下に説明する。
【００４０】
　まず、本発明に従うメッセージ伝送制御方法における登録手順について、図2aおよび3
に関連して説明する。
【００４１】
　UEがネットワークに対して通信接続を開始すると、UE 1とアクセスNWシステム／コアNW
システム2との間で第1の接続が確立される（図2aのステップS110、図3のステップS1）。
例えば、アクセスNWシステム／コアNWシステム2がIMSである場合、IP接続がまず確立され
る。第1の接続確立後のいずれかの時点において、UE1は、対応するネットワークにおける
UEの登録手順に基づき、アクセスNWシステム／コアNWシステム2の通信制御機能要素、例
えばS-CSCFに登録する（図2aのステップ120、図3のステップS2）。これらの登録手順は当
業者に既知であるため、その詳細については省略する。さらに、簡略化するため、UEと制
御機能要素（例えば、S-CSCF）の間の全メッセージ、ならびに制御機能要素とHSS/HLRの
間の全メッセージについて詳細に示されていないことに留意されたい。また、UEの登録に
おいて、P-CSCFなどの図示されていないネットワーク要素をさらに伴ってもよい。
【００４２】
　アクセスNWシステム／コアNWシステム2の通信制御機能要素にUEを登録する間に、通信
制御機能要素は、登録手順中にHSS/HLRから取り込まれたフィルタ情報を確認する（図3の
ステップS3）。取り込まれたフィルタ情報に基づいてアクセスNWシステム／コアNWシステ
ム2への登録が成功した後、通信制御機能要素は、通信制御機能要素に対するアプリケー
ションサーバとして存在してもよい外部SM-GWに、例えばUEの登録について報告する（図3
のステップS4）。
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【００４３】
　UEの登録について報告を受けると、外部SM-GWは、本発明に従う独自の登録手順を開始
する。本目的において、MAP-ANY-TIME-MODIFICATIONサービスなどのMAPベースのサービス
を使用することができる。
【００４４】
　MAP-ANY-TIME-MODIFICATIONサービスは、加入情報などのHLRの情報の変更について規定
される。それに関するさらなる規定は、例えば、3GPP仕様TS29.002 V7.2.0 およびTS23.0
78 V7.2.0に記載され、また、図7に示される。MAP-ANY-TIME-MODIFICATIONサービスは、
例えば、移動ネットワーク用論理改良適合アプリケーション（Customized Application f
or Mobile network Enhanced Logic; CAMEL）によって使用され、HLRにおける加入者デー
タを変更する。このデータには、例えば、自動転送、発着信制限などが含まれてもよい。
通常、gsmSCFは、HLRの加入情報が変更される場合に、MAP-ANY-TIME-MODIFICATION要求メ
ッセージをHLRに送信する（図7のメッセージA）。MAP-ANY-TIME-MODIFICATION要求には、
HLR変更を行なうために使用するコンテンツとして、いくつかのパラメータが含まれる。
本コンテンツの例を図6a/bに関連して以下に挙げる。MAP-ANY-TIME-MODIFICATION要求メ
ッセージAによって提供される情報に基づき、HLRによって変更が行なわれると、メッセー
ジBのMAP-ANY-TIME-MODIFICATION確認応答がgsmSCFに返送される。本発明に従う外部メッ
セージゲートウェイエンティティは、MAP-ANY-TIME-MODIFICATIONなどのMAPサービスを使
用し、本サービスの機能をgsmSCFと本質的に同じ方法で使用できるように構成されること
に留意されたい。
【００４５】
　本発明によると、このようなMAP-ANY-TIME-MODIFICATIONサービスなどのMAPサービスが
使用されると、外部SM-GWに関する登録情報を含む新しい情報要素（例えば、変更Request
 For-SM-GWを示す要素）が、MAP-ANY-TIME-MODIFICATIONサービス要求に付加される。さ
らに、外部SM-GWのアドレスが、登録手順、つまりHLRに対するMAP-ANY-TIME-MODIFICATIO
N要求の伝送に含まれることが好ましい。外部SM-GWアドレスは、新しい情報要素として、
あるいはMAP-ANY-TIME-MODIFICATION要求の既存コンテンツ、つまりgsmSCF-Address情報
要素を再利用することによって含めることができる。さらに、外部SM-GWがSMS-GMSCに対
してMSCまたはSGSNとして作用可能である場合、MAP-ANY-TIME-MODIFICATION要求は、本情
報を含むデータも含む。
【００４６】
　Any Time Modificationを使用する代わりに、外部SM-GWアドレスをHLRに登録する（お
よび登録解除する）ための新しいMAPサービス（およびアプリケーションコンテクスト）
をさらなる代替として導入することに留意されたい。
【００４７】
　上記の機構の他に、HLRにおけるSM-GWアドレスは、特に、外部SM-GWのアドレスが固定
されている場合、HLRにおける加入者データ管理によっても管理可能である。
【００４８】
　図2aおよび3を参照すると、SM-GWは、例えば、図1のJインターフェースを介して、登録
情報およびSM-GWアドレスなどの付加的な情報要素を含むMAP-ANY-TIME-MODIFICATION要求
をHLRに送信する（図2aのステップS130および図3のステップS5）。
【００４９】
　HLRは、受信した情報を保存し、MAP-ANY-TIME-MODIFICATIONサービスに対応するMAP-AN
Y-TIME-MODIFICATION応答を使用して、外部SM-GWに応答する（図2aのステップS140、図3
のステップS6）。次に、外部SM-GWは、登録が完了して外部SM-GWを介したメッセージの伝
送が可能であることを示すOKメッセージを、通信制御機能要素に返送する（図3のステッ
プS7）。
【００５０】
　HLRにおける登録が成功すると、UEへのメッセージは、MSCまたはSGSNを使用せずに外部
SM-GWを介して転送可能になる。本目的において、上記のように登録手順中にHLRに保存さ
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れた情報は、例えばSMSCからメッセージを受信する場合に、SMS-GMSCからの経路情報要求
に応答するために使用される（図2aのステップSl50）。
【００５１】
　次に、本発明に従うメッセージ伝送制御方法における登録解除手順について、図2bおよ
び4に関連して記載する。
【００５２】
　登録手順後のいずれかの時点において、UEは、登録解除手順を開始することができる。
本目的において、UEは、De-Registration要求（例えば、0値を有するExpiresヘッダを備
えるRegister要求）を、アクセスNWシステム／コアNWシステム2の通信制御機能要素に送
信する（図2bのステップS210、図4のステップS11）。図3の説明同様、アクセスNWシステ
ム／コアNWシステム2におけるUEの登録解除過程は、当業者に既知であるため、さらなる
詳細について説明しない。
【００５３】
　登録解除メッセージを受信すると、通信制御機能要素（例えば、S-CSCF）は、OKメッセ
ージを使用してUEに応答する（図4のステップS12）。次に、通信制御機能要素は、IMS登
録手順中にHSSから取り込まれたフィルタ情報を確認する（図3参照）。フィルタ情報に基
づき、通信制御機能要素は、ユーザの登録解除について外部SM-GWに報告する（図4のステ
ップS14）。
【００５４】
　ここで、外部SM-GWは、対応する要求メッセージをHSS/HLRに送信することによって、HS
S/HLRにおけるUEの登録解除を開始する（図2bのステップS220、図4のステップS15）。本
目的において、図3に関連して説明されたMAP-ANY-TIME-MODIFICATIONサービスなどのMAP
ベースのサービスが使用される。本発明によると、このようなMAP-ANY-TIME-MODIFICATIO
NサービスなどのMAPサービスが使用されると、外部SM-GWに関連する登録解除情報を含む
新しい情報要素（例えばmodificationRequestFor-SM-GWを示す要素）がMAP-ANY-TIME-MOD
IFICATIONサービス要求に付加される。さらに、外部SM-GWのアドレスが、新しい情報要素
として、あるいはMAP-ANY-TIME-MODIFICATION要求の既存コンテンツ、つまりgsmSCF-Addr
ess情報要素を再利用することによって含めることができる。
【００５５】
　図3の登録手順と同様に、Any Time Modificationを使用する代わりに、外部SM-GWアド
レスをHLRに登録するための新しいMAPサービス（およびアプリケーションコンテクスト）
をさらなる代替として導入することに留意されたい。
【００５６】
　上記の機構の他に、HLRにおけるSM-GWアドレスは、特に、外部SM-GWのアドレスが固定
されている場合、HLRにおける加入者データ管理によっても管理可能である。
【００５７】
　HSS/HLRが登録解除情報を含むMAP-ANY-TIME-MODIFICATION要求を受信すると、UEを登録
解除、つまり外部SM-GWアドレスを削除する（図2bのステップS230、S240）。次に、HLRは
、登録解除の確認応答を行なうために、MAP-ANY-TIME-MODIFICATION応答を使用して外部S
M-GWに応答する（図4のステップS16）。次に、外部SM-GWは、アクセスNWシステム／コアN
Wシステム2の通信制御機能要素にOKメッセージを返送する（図4のステップS17）。その後
、登録解除は完了する。
【００５８】
　図2aおよび3において説明された登録手順実行後の、本発明に従うメッセージ伝送制御
機構に基づくデータメッセージの配信について、図5に関連して以下に説明する。
【００５９】
　図5におけるステップS21では、図3に基づくUEおよび外部SM-GWの登録手順は実行されて
完了している。次に、ショートメッセージSMなどのデータメッセージは、SMSCを介して、
宛先としてのUEに送信される。SMSCは、SMをSMS-GMSCに転送する（ステップS22）。SMS-G
MSCは、SMの配信用の経路情報を取り込むために、HSS／HLRに問い合わせを行なう（ステ
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ップS23）。
【００６０】
　外部SM-GWが、UEへの伝送路の一部としてHLRに登録されているため、HLRは、MSCアドレ
スおよびSGSNアドレスに付加的または代替的に、経路情報要求に応答して、保存された外
部SM-GWアドレスを送信することができる。SM-GWアドレスは、例えば、SMS-GMSCへの、対
応するMAPメッセージのMAP-SEND-ROUTlNG-INFO-FOR-SM Responseに含まれる。これは、新
しい情報要素（例えば、sm-gw-Address）を、MAP-SEND-ROUTlNG-INFO-FOR-SM Responseメ
ッセージに導入することによって達成される。外部SM-GWがSMS-GMSCに対してMSCまたはSG
SNとして作用可能であるという情報も、HLRが保存していた場合（図3の登録手順において
受信）、その情報もSMS-GMSCに転送される。HLRは、SMS-GMSCがこの新しい情報要素の受
信に対応するか否かについて認識するべきである。本目的において、新しい情報要素（例
えば、sm-gw-SupportIndicator）は、SMS-GMSCからHLRへのMAP-SEND-ROUTlNG-INFO-FOR-S
M Requestメッセージに付加されて、HLRによって認識されるようにする必要がある。SMS-
GMSCが、この新しい情報要素の受信に対応しない場合、HLRは、MSCまたはSGGSNアドレス
の代わりに、SM-GWアドレスを送信することができる。また、当然ながら、HLRは、SM-GW
のアドレスのみを返送することもできる。本目的において、新しい情報要素（例えばsm-g
w-Nodelndicator）は、MAP-SEND-ROUTlNG-INFO-FOR-SM Responseメッセージに導入され、
返送されたアドレス（networkNode-Number）のみがSM-GWアドレスを含むことを示すよう
にする。
【００６１】
　図3の手順に従ってユーザが登録されると、HSS/HLRは、MSCのアドレスと共にSM-GWのア
ドレスを返送してもよい。メッセージ配信用の好適な経路を選択する論理は、例えば、ネ
ットワークオペレータなどによって特定される。
【００６２】
　ステップS23において、SMS-GMSCがHLRから経路情報を受信すると、次に、SMS-GMSCは、
MAP-MT-FORWARD-SHORT-MESSAGE Requestメッセージを外部SM-GWアドレスに送信すること
によって、SMの転送に使用される外部SM-GWアドレスを選択することができる。これは、S
MS-GMSCが対象UEのMSISDNを備えてショートメッセージをMSCまたはSGSNに配信する方法と
同様に、ショートメッセージを外部SM-GWに配信することを意味する（ステップS24）。
【００６３】
　次に、外部SM-GWは、対象UEのTEL-URIを使用して、SIP Request URIを投入することが
可能で、次に、適切なSIP 方法を使用して、アクセスNWシステム／コアNWシステム2の通
信制御機能要素、例えばS-CSCFに、ショートメッセージを送信する（ステップS25）。ア
クセスNWシステム／コアNWシステム2は、そのメッセージをUEに転送し（ステップS26）、
次に、UEは、OKメッセージを使用して応答する（ステップS27）。アクセスNWシステム／
コアNWシステム2は、次に、OKメッセージを使用して外部SM-GWに応答する（ステップS28
）。
【００６４】
　MSCおよびSGSNについて規定されるように、外部SM-GWについて同種類のSMSフラグが特
定されることが好ましい。これらのフラグは、MWD（メッセージ待機データ）、MNRF（移
動機への到達不可能フラグ）、MNRG（移動機への到達不可能GPRS）、MNRR（移動機への到
達不可能理由）、およびMCEF（メモリ容量不足フラグ）を含んでもよい。
【００６５】
　加入者が外部SM-GWを介して移動機へのSMの送信が可能になったことを示す（つまり、
接点が確立され、メモリが利用可能である）ために、例えば、外部SM-GWおよびHLR間にお
いてMAPサービスのMAP-READY-FOR-SMを使用することに留意されたい。
【００６６】
　図6aおよび6bにおいて、本発明に従う機構において使用されるパラメータおよびMAPメ
ッセージコンテンツの例が示される。本例において、3GPP TS 29.002 V7.2.0に規定され
るパラメータおよびメッセージコンテンツは、基礎として使用されるものであるが、本発
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明に従う機構の実装に必要な変更には、図6aおよび6bにおいて印が付けられる。具体的に
は、Any Time ModificationのパラメータおよびSend Routing Info For SM messagesのパ
ラメータは変更される。本明細書の例に基づくAny Time Modification要求において、SM-
GWアドレスは、gsmSCF-Addressパラメータ部分において送信されることに留意されたい。
【００６７】
　上記のとおり、本発明によって、外部SMゲートウェイを介したMT-SMの送信が可能にな
る。また、本発明は、外部SM-GWアドレスを登録／登録解除する機構も導入する。さらに
、本発明は、MAPサービス、例えば、既存のMAP-ANY-TIME-MODIFICATIONサービスを使用し
て、SM-GWアドレスをHLRに登録することを提案する。Any Time Modificationサービス使
用の代替として、外部SM-GWアドレスの登録／登録解除のために、新しいMAPサービス（お
よびアプリケーションコンテクスト）を導入されてもよい。
【００６８】
　上記のとおり、通信ネットワークにおけるデータメッセージの伝送を制御するための機
構は、登録手順を実行することと、登録情報を含む要求メッセージを、メッセージゲート
ウェイエンティティから加入者データベースに、MAPシグナリングを使用して送信するこ
とであって、要求メッセージは、メッセージゲートウェイエンティティに関連する登録お
よびアドレスデータを含む付加的な情報要素をさらに含むことと、登録情報および付加的
な情報要素を加入者データベースに保存することと、メッセージゲートウェイエンティテ
ィに接続された宛先にデータメッセージを伝送するための経路情報要求に対して、加入者
データベースより応答するために、保存された登録情報および付加的な情報要素を使用す
ることと、を含む。登録解除手順に関して、要求メッセージ登録解除情報を含む要求メッ
セージは、MAPシグナリングを使用して、メッセージゲートウェイエンティティから加入
者データベースに送信され、要求メッセージは、メッセージゲートウェイエンティティに
関連する登録解除データを含む付加的な情報要素をさらに含み、加入者データベースにお
ける保存された登録情報および付加的な情報要素は、削除される。
【００６９】
　上の説明および添付の図面は、ほんの一例として本発明を例示することだけを意図して
いる。したがって、本発明の好適な実施形態は、添付の請求項の範囲内で変更してもよい
。
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