
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ショートメッセージを実際の信号間に送信することができそしてショートメッセージサー
ビスセンターのアドレスが移動発信ショートメッセージに含まれる移動通信システムにお
いてショートメッセージを所望のショートメッセージサービスセンターへルート指定する
方法であって、ショートメッセージサービスを提供する２つ以上のショートメッセージサ
ービスセンター（ SMSC1,SMSC2,SMSC3,SMSC4）が移動通信システムにリンクされ、上記方
法は、
加入者に利用できるショートメッセージサービスに関連した識別子と、各識別子ごとの関
連ショートメッセージサービスセンターへのルート情報とを記憶するデータベース（ DB）
を移動通信システムに接続し、
所望のショートメッセージサービスに関連しそして加入者によって供給される識別子を移
動（ MS）発信ショートメッセージに含ませ、
受け取られたショートメッセージに対する応答としてショートメッセージから上記識別子
を取り上げ、
ショートメッセージから取り上げられた少なくとも上記識別子をサーチインデックスとし
て使用することにより移動通信システムに接続された上記データベース（ DB）においてデ
ータベースサーチを実行し、そして
データベースサーチに基づいて得られたルート情報で指示されたショートメッセージサー
ビスセンターのアドレスへ上記メッセージを送信する、
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という段階を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
上記データベース（ DB）は、移動通信システムの少なくとも１つのショートメッセージゲ
ートウェイセンター（ SMS-GMSC1,SMS-GMSC2）に接続される請求項１に記載の方法。
【請求項３】
上記データベース（ DB）は、移動通信システムにリンクされた少なくとも１つのショート
メッセージサービスセンター（ SMSC1,SMSC2,SMSC3,SMSC4）に接続される請求項１に記載
の方法。
【請求項４】
上記データベース（ DB）は、移動通信システムの少なくとも１つのセンター（ MSC）に接
続される請求項２又は３に記載の方法。
【請求項５】
上記識別子は、少なくとも、ショートメッセージの行先アドレスに関連したプリフィック
スを含む請求項１、２又は３のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
上記識別子は、少なくとも、加入者により供給されるＰＩＤパラメータの値を含む請求項
１、２又は３のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
ショートメッセージを実際の信号間に送信することができそしてショートメッセージサー
ビスセンターのアドレスが移動発信ショートメッセージに含まれる移動通信システムの移
動交換センターであって、ショートメッセージサービスを提供する２つ以上のショートメ
ッセージサービスセンター（ SMSC1,SMSC2,SMSC3,SMSC4）が移動通信システムにリンクさ
れた移動交換センターにおいて、
上記移動交換センターは、加入者に利用できるショートメッセージサービスに関連した識
別子と、各識別子ごとの関連ショートメッセージサービスセンターへのルート情報とを記
憶するデータベース（ DB）を備え、
上記移動交換センターは、受け取られたショートメッセージに対する応答として、所望の
ショートメッセージサービスに関連しそして加入者によって供給された識別子をショート
メッセージから取り上げるように構成され、
上記移動交換センターは、少なくとも上記識別子をサーチインデックスとして使用して上
記データベースにおいてデータベースサーチを実行するように構成され、そして
上記移動交換センターは、データベースサーチに基づいて得られたルート情報で指示され
たショートメッセージサービスセンターのアドレスにショートメッセージを送信するよう
に構成されたことを特徴とする移動交換センター。
【請求項８】
上記移動交換センターは、ショートメッセージゲートウェイセンター（ SMS-GMSC1,SMS-GM
SC2）である請求項７に記載の移動交換センター。
【請求項９】
上記識別子は、少なくとも、ショートメッセージの行先アドレスに関連したプリフィック
スを含む請求項７又は８に記載の移動交換センター。
【請求項１０】
上記識別子は、少なくとも、加入者により供給されるＰＩＤパラメータの値を含む請求項
７又は８に記載の移動交換センター。
【請求項１１】
移動通信システムにリンクされたショートメッセージサービスセンター（ SMSC）であって
、該ショートメッセージサービスセンターは、少なくとも１人の加入者に対し、その加入
者により送信されるショートメッセージが、移動発信ショートメッセージに含まれた一次
のショートメッセージに基づいてルート指定されるところの一次ショートメッセージサー
ビスセンターであり、上記通信システムにおいてショートメッセージを実際の信号間に送
信することができ、これにより、ショートメッセージサービスを提供しそして上記少なく
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とも１人の加入者に対して二次のショートメッセージサービスセンターである１つ以上の
ショートメッセージサービスセンター（ SMSC1,SMSC2,SMSC3,SMSC4）が移動通信システム
にリンクされたようなショートメッセージサービスセンターにおいて、
上記ショートメッセージサービスセンターは、加入者に利用できるショートメッセージサ
ービスに関連した識別子と、各識別子ごとの関連ショートメッセージサービスセンターへ
のルート情報とを記憶するデータベース（ DB）を備え、
上記ショートメッセージサービスセンターは、受け取られたショートメッセージに対する
応答として、所望のショートメッセージサービスに関連しそして加入者によって供給され
た識別子をショートメッセージから取り上げるように構成され、
上記ショートメッセージサービスセンターは、少なくとも上記識別子をサーチインデック
スとして使用して上記データベースにおいてデータベースサーチを実行するように構成さ
れ、そして
上記ショートメッセージサービスセンターは、データベースサーチに基づいて得られたル
ート情報で指示されたショートメッセージサービスセンターのアドレスに、そのアドレス
が二次ショートメッセージサービスセンターのアドレスであるときに、ショートメッセー
ジを送信するように構成されたことを特徴とするショートメッセージサービスセンター。
【請求項１２】
上記識別子は、少なくとも、ショートメッセージの行先アドレスに関連したプリフィック
スを含む請求項１１に記載のショートメッセージサービスセンター。
【請求項１３】
上記識別子は、少なくとも、加入者により供給されるＰＩＤパラメータの値を含む請求項
１１に記載のショートメッセージサービスセンター。
【請求項１４】
ショートメッセージを実際の信号間に送信することができそしてショートメッセージサー
ビスセンターのアドレスが移動発信ショートメッセージに含まれる移動通信システムであ
って、ショートメッセージサービスを提供する２つ以上のショートメッセージサービスセ
ンター（ SMSC1,SMSC2,SMSC3,SMSC4）がリンクされる移動通信システムにおいて、この移
動通信システムは、移動交換センター（ SMS-GMSC,MSC）を備え、
上記移動交換センターは、加入者に利用できるショートメッセージサービスに関連した識
別子と、各識別子ごとの関連ショートメッセージサービスセンターへのルート情報とを記
憶するためのデータベース（ DB）を備え、
上記移動交換センターは、受け取られたショートメッセージに対する応答として、所望の
ショートメッセージサービスに関連しそして加入者によって供給された識別子をショート
メッセージから取り上げるように構成され、
上記移動交換センターは、少なくとも上記識別子をサーチインデックスとして使用して上
記データベースにおいてデータベースサーチを実行するように構成され、そして
上記移動交換センターは、データベースサーチに基づいて得られたルート情報で指示され
たショートメッセージセンターのアドレスにショートメッセージを送信するように構成さ
れたことを特徴とする移動通信システム。
【請求項１５】
ショートメッセージを実際の信号間に送信することができそしてショートメッセージサー
ビスセンターのアドレスが移動発信ショートメッセージに含まれる移動通信システムであ
って、ショートメッセージサービスを提供する２つ以上のショートメッセージサービスセ
ンター（ SMSC1,SMSC2,SMSC3,SMSC4）がリンクされる移動通信システムにおいて、
少なくとも１つのショートメッセージサービスセンターは、加入者に利用できるショート
メッセージサービスに関連した識別子と、各識別子ごとの関連ショートメッセージサービ
スセンターへのルート情報とを記憶するためのデータベース（ DB）を備え、
上記データベースを含む上記ショートメッセージサービスセンターは、受け取られたショ
ートメッセージに対する応答として、所望のショートメッセージサービスに関連しそして
加入者によって供給された識別子をショートメッセージから取り上げるように構成され、
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上記データベースを含む上記ショートメッセージサービスセンターは、少なくとも上記識
別子をサーチインデックスとして使用して上記データベースにおいてデータベースサーチ
を実行するように構成され、そして
上記データベースを含む上記ショートメッセージサービスセンターは、データベースサー
チに基づいて得られたルート情報で指示されたアドレスに、このアドレスがそれ自身のア
ドレスでない場合に、ショートメッセージを送信するように構成されたことを特徴とする
移動通信システム。
【発明の詳細な説明】

本発明は、ショートメッセージを実際の信号間に送信できる移動通信システムに使用され
る方法に係る。ショートメッセージサービスを提供する１つ以上のショートメッセージサ
ービスセンターが移動通信システムにリンクされる。

デジタル移動通信システムのトラフィックチャンネルに設定される通常のスピーチ及びデ
ータ接続に加えて、システムの制御及び信号チャンネルに転送される短いデジタルデータ
メッセージ、即ちショートメッセージを実際の信号間に送信することができる。ショート
メッセージを中継するために移動通信システムに関連してショートメッセージサービスセ
ンターが追加される。移動発信ショートメッセージに関連して、加入者は、ターミナルの
キーボードによりショートメッセージを形成し、そしてターミナルは、信号チャンネル上
をベースステーション及び移動交換センターを経てショートメッセージサービスセンター
へショートメッセージを送信する。ショートメッセージサービスセンターは、ショートメ
ッセージを別のネットワークへ転送するか、又は信号チャンネル上を移動通信ネットワー
クを経て別の加入者のターミナルへ転送する。
ショートメッセージを経て加入者に提供されるサービスも、増加の一途をたどっている。
例えば、音声及びテキストモードで与えられるサービスの多くは、ショートメッセージと
共に加入者に提供することができる。通常の移動着信（ＭＴ）及び移動発信（ＭＯ）ショ
ートメッセージに加えて、加入者は、例えば、通知や宣伝や個人的な助言を受け、そして
それらを自分の移動ステーションへ提供するソースに関する情報をオーダーすると共に、
測定結果を１つの位置から別の位置等へ転送することができる。
サービスの供給が増加するにつれて、サービスを取り扱う効果的な方法は、異なる種類の
サービスを異なるショートメッセージサービスセンターへとアレンジすることである。こ
れにより、ある実施されるネットワークは、多数のショートメッセージサービスセンター
を備え、サービスの選択が増加するにつれて、ネットワークにおけるショートメッセージ
サービスセンターの数が増加し続けることになる。多数のショートメッセージサービスセ
ンターが移動通信ネットワークにリンクされ、例えば、その１つは、移動ステーション間
のショートメッセージ及びスピーチメールに関連したオペレーションを取り扱い、別の１
つは、ファクシミリ及びＥ－メールオペレーションを取り扱い、そして更に別の１つは、
提供される情報サービス（例えば、天気レポート、株取引相場、スポーツの結果等）に関
連したオペレーションを取り扱う。
現在、ショートメッセージサービスセンターをネットワークに追加すると、それらの使用
に関連して加入者に余計な作業が生じる。というのは、メッセージを所望のショートメッ
セージサービスセンターに向けられるようにするために、ユーザは、利用できるショート
メッセージサービスセンターのアドレスを知ってそれを覚え、そして移動ステーションに
より使用されるショートメッセージサービスセンターの番号を、それがメッセージの所望
の行先に対応するように更新しなければならないからである。実際には、このような活動
が加入者に必要とされるのではなく、むしろ、充分に大勢の加入者にサービスを有益に供
給できるようにするために、できるだけユーザに馴染み易い形態でサービスを提供しなけ
ればならない。

本発明の目的は、加入者がルート指定に直接関与する必要なく、加入者により送信される

10

20

30

40

50

(4) JP 3988836 B2 2007.10.10

発明の分野

先行技術の説明

発明の要旨



ショートメッセージを所望のショートメッセージサービスセンターへルート指定するため
の簡単且つ容易に実施される解決策を提供することである。
この目的は、請求項１に記載の方法によって達成され、この方法は、加入者に利用できる
ショートメッセージサービスに関連した識別子及び関連ルート情報を記憶するためのデー
タベース（ＤＢ）を移動通信システムに接続し、所望のサービスに関連しそして加入者に
より供給される識別子を移動（ＭＳ）発信ショートメッセージに含ませ、受け取られたシ
ョートメッセージに対する応答としてショートメッセージから上記識別子を取り上げ、シ
ョートメッセージから取り上げられた少なくとも上記識別子をサーチインデックスとして
使用することにより移動通信システムに接続された上記データベース（ＤＢ）においてデ
ータベースサーチを実行し、そしてデータベースサーチに基づいて得られたルート情報で
指示されたアドレスにメッセージを送信するという段階を含むことを特徴とする。
又、本発明は、独立請求項７に記載の移動交換センター、独立請求項１１に記載のショー
トメッセージサービスセンター、及び独立請求項１４及び１５に記載の移動通信システム
にも係る。
通常、ショートメッセージサービスセンターのアドレスは、移動ステーションに記憶され
る。加入者が送信コマンドを与えると、ショートメッセージが主として上記アドレスに送
られる。本発明は、ショートメッセージの送信前に、加入者が所望のショートメッセージ
サービスに関連した識別子を供給するという考え方に基づいている。この識別子は、使い
易く又は覚え易いものである。識別に関連したルート情報に関する情報を含むデータベー
スがシステムに追加される。このデータベースにより、システムは、選択されたサービス
を提供する二次のショートメッセージサービスセンターに向けてショートメッセージをル
ート指定することができる。識別子は、その最も簡単な形態において、メニュー選択であ
ってもよいし、又は加入者が覚え易いエリアコードに類似したプリフィックス（接頭語）
であってもよい。
本発明による解決策の効果は、サービスに関連したショートメッセージサービスセンター
へのショートメッセージの正しいルート指定に加入者が直接関与しなくてよいことである
。たとえサービスが別々のサービス提供ユニットから与えられる場合であっても、ショー
トメッセージの行先アドレスのサービス特有の定義を覚えたり変更したりする必要はない
。本発明は、異なるサービスを提供する種々のユニットのショートメッセージサービスを
加入者が透過的に利用できるようにする簡単且つ容易に実施される解決策を提供し、ひい
ては、公知技術に対する本質的な改良を提供する。

以下、添付図面を参照して本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。
図１は、ＧＳＭシステムの基本的な構造を示すブロック図であって、ショートメッセージ
サービスセンターが移動通信システムにリンクされた状態を示す図である。
図２は、ＧＳＭ仕様に基づいてショートメッセージを転送するのに使用されるプロトコル
アーキテクチャーを示す図である。
図３は、種々のサービスを提供するのに使用される複数のショートメッセージサービスセ
ンターを含むネットワークにおけるショートメッセージの転送を示すブロック及び信号図
である。
図４は、本発明によるルートデータベースの実施にプリフィックスを使用するところを示
すテーブルである。
図５は、本発明の第２の実施形態による解決策を示すブロック及び信号図である。
図６は、本発明によりショートメッセージをルート指定する方法を示すブロック図である
。

以下、本発明は、ＧＳＭ移動通信システム（移動通信用のグローバルシステムＧＳＭ）の
ショートメッセージサービスを一例として使用することにより説明するが、本発明は、同
じ種類のメッセージサービスを使用する他の同様の無線システム、例えば、ＤＣＳ１８０
０（デジタルコミュニケーションシステム）及びＰＣＮ（パーソナルコミュニケーション
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ネットワーク）や、ＥＩＡ／ＴＩＡ暫定規格に基づく移動通信システムにも適用できる。
図１は、ＧＳＭシステムの基本的な構造部分を簡単に示すが、それらの特徴やシステムの
他の副次的部分については詳細に示さない。ＧＳＭシステムの詳細な説明については、Ｇ
ＳＭ推奨勧告及び文献「移動通信用のＧＳＭシステム（ The GSM system for Mobile Comm
unications）」、Ｍ．モーリ及びＭ．ポーテット、パライゼウ、フランス、１９９２年、
ＩＳＢＮ：２－９５０７１９０－０－０－７を参照されたい。
移動交換センターＭＳＣは、入呼び及び出呼びのスイッチングを行う。これは、公衆電話
ネットワーク（ＰＳＴＮ）のセンターによって行なわれるものと同様のタスクを実行する
。更に、ＭＳＣは、移動電話トラフィックのみに典型的なオペレーション、例えば、加入
者の位置管理を、ネットワークの加入者レジスタと協働して遂行する。ＧＳＭシステムの
加入者レジスタは、ホーム位置レジスタＨＬＲ及びビジター位置レジスタＶＬＲと称され
る。ＨＬＲは、加入者データを永久的に記憶すると共に、ＭＳが位置するエリア内のＶＬ
Ｒに関する情報を記憶する。ビジター位置レジスタＶＬＲも、そのビジター位置レジスタ
ＶＬＲに関連した移動交換センターＭＳＣのエリアに移動ステーションがいる間に移動ス
テーションＭＳの加入者データを一時的に記憶する。通常、１つのＶＬＲが１つの移動交
換センターＭＳＣにサービスする。移動ステーションＭＳは、ベースステーションシステ
ムＢＳＳによってセンターＭＳＣに接続される。ベースステーションシステムＢＳＳは、
ベースステーションコントローラＢＳＣ及びベースステーションＢＴＳを含む。１つのベ
ースステーションコントローラＢＳＣを使用して多数のベースステーションＢＴＳが制御
される。
各ベースステーションＢＴＳは、１つ以上の搬送波対を有し、これにより、そのエリアで
ローミングしている移動ステーションＭＳとの二重無線接続を設定することができる。各
搬送波は、多数の、一般的に８つのＴＤＭＡタイムスロット、即ちチャンネルに分割され
る。これらＧＳＭシステムチャンネルは、２つの分類、即ちトラフィックチャンネル（Ｔ
ＣＨ）と、制御又は信号チャンネル（ＣＣＨ）とに分割することができる。
スピーチ又はデータは、トラフィックチャンネルを経て通信することができ、そしてトラ
フィックチャンネルは常に１つのコールのみに割り当てられる。制御又は信号チャンネル
は、システム制御に必要な信号に使用される。ベースステーションＢＴＳと、ベースステ
ーションコントローラＢＳＣと、移動交換センターＭＳＣとの間には、固定の信号及びト
ラフィックチャンネルが存在する。
多数の形式の制御チャンネルが存在する。ブロードキャスト制御チャンネルＢＣＣＨは、
ベースステーションＢＴＳから移動ステーションＭＳへ至る一方向性の制御チャンネルで
あり、使用される効果的レベルに関するセル特有の情報や、隣接セルのＢＣＣＨ周波数等
を移動ステーションへ送信するのに使用される。又、ＢＣＣＨチャンネルは、同期及び周
波数修正に関するデータも含み、これにより、移動ステーションがシステムにロックされ
る。
移動ステーションＭＳは、これがロックされると、信号接続を設定するためにのみ使用さ
れる共通制御チャンネルＣＣＣＨにおいてベースステーションＢＴＳのコールを聴取する
。接続は、多数の段階で確立される。即ち、１）ベースステーションＢＴＳから移動ステ
ーションＭＳへコールを送る。２）コールを受け取ったことにより移動ステーションＭＳ
により発生されるランダムアクセスを送信するか、さもなくば、移動ステーションからベ
ースステーションＢＴＳへランダムアクセスを送信する。３）スタンドアローンの専用制
御チャンネルＳＤＣＣＨを接続に割り当てる。ベースステーションと移動ステーションＭ
Ｓとの間の実際の信号送信は、ＳＤＣＣＨ制御チャンネルにおいて行なわれる。ＳＤＣＣ
Ｈチャンネルの信号がコール設定信号である場合には、接続がトラフィックチャンネルＴ
ＣＨへ転送される。
パラレルの制御チャンネルＳＡＣＣＨ（低速関連制御チャンネル）は、ベースステーショ
ンＢＴＳと移動ステーションＭＳとの間のデータ又はスピーチ送信に対して定義されたト
ラフィックチャンネルＴＣＨ、又はそれらの間の信号送信に対して定義された接続特有の
制御チャンネルＳＤＣＣＨと共に使用される。パラレル制御チャンネルは、主として、移
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動ステーションからベースステーションＢＴＳへの接続中に移動ステーションＭＳにより
行なわれる測定の送信に使用される。
ＧＳＭ移動通信システムでは、ＳＤＣＣＨ及びＳＡＣＣＨ制御チャンネルは、ショートメ
ッセージとして知られている短いデジタルデータメッセージを、移動ステーションＭＳと
、システムにリンクされたショートメッセージサービスセンターＳＭＳＣとの間で送信す
るのに使用される。ショートメッセージサービスセンターとは、ＧＳＭシステムにリンク
されたセンターであって、これを経てショートメッセージが送信されると共に、受信者に
到達しない場合には後で送信するようにそこに記憶できるようなセンターである。ショー
トメッセージは、ショートメッセージサービスセンターとして働く１つ以上の移動交換セ
ンターＳＭＳ－ＧＭＳＣを経てＧＳＭシステムに送信される。ＧＳＭ推奨勧告では、ＧＭ
ＳＣという用語は、移動着信（ＭＴ－ＳＭＳ）ショートメッセージを供給するゲートウェ
イＭＳＣを指し、そして対応的に、ＩＷ－ＭＳＣという用語は、移動発信（ＭＯ－ＳＭＳ
）メッセージを送信するゲートウェイＭＳＣを指す。以下、これらのゲートウェイＭＳＣ
は、ショートメッセージゲートウェイＭＳＣ　ＳＭＳ－ＧＭＳＣという用語で表わす。
ＧＳＭシステムでは、ショートメッセージは、最大長さ１４０バイトのデータメッセージ
である。ショートメッセージは、移動着信ＭＴ供給であるか又は移動発信ＭＯショートメ
ッセージ送信である。又、ショートメッセージサービスを介してセルのブロードキャスト
を行うこともでき、これにより、メッセージは、１つ以上のセルのエリアにおいて全ての
移動ステーションへ送信される。
移動ステーションＭＳがトラフィックチャンネルＴＣＨに接続を有する場合には、ショー
トメッセージがＳＡＣＣＨ制御チャンネルを経て送られる。さもなくば、ショートメッセ
ージは、ＳＤＣＣＨ制御チャンネルに送られる。ＨＬＲ及びＶＬＲは、移動通信ネットワ
ークにおいて、コールをルート指定するのと本質的に同様にショートメッセージをルート
指定するのに使用される。
図２は、ＧＳＭ仕様に基づいてショートメッセージの転送に使用されるプロトコルアーキ
テクチャーを示す。ＧＳＭシステムでは、ＳＭ－ＴＰ（ショートメッセージ搬送レイヤプ
ロトコル）は、ショートメッセージサービスセンターＳＭＳＣと移動ステーションとの間
に定義されたプロトコルである。このプロトコルでは、ＳＭＳ－ＤＥＬＩＶＥＲメッセー
ジは、ショートメッセージサービスセンターから移動ステーションへ送信されるデータメ
ッセージであり、そして対応的に、ＳＭＳ－ＳＵＢＭＩＴは、移動ステーションからショ
ートメッセージサービスセンターへ送信されるデータメッセージである。ＳＭ－ＲＰは、
移動ステーションと、ＧＳＭネットワークの移動交換センターＭＳＣとの間のプロトコル
レイヤであり、主として、基準及びアドレス情報に関連している。ＲＰ－ＭＴ－ＤＡＴＡ
メッセージは、移動ステーションに着信するＲＰレイヤのデータメッセージであり、そし
て対応的に、ＲＰ－ＭＯ－ＤＡＴＡメッセージは、移動ステーションから発信されるＲＰ
レイヤのデータメッセージである。
本発明の好ましい実施形態を示す以下の説明において、ＴＰレイヤのＳＭＳ－ＳＵＢＭＩ
Ｔメッセージ（ＰＩＤ、ＴＰ－ＤＡ）及びＲＰレイヤのＲＰ－ＭＯ－ＤＡＴＡメッセージ
（ＲＰ－ＤＡ）のパラメータが使用されるが、本発明は、これらのメッセージやここに示
す別のメッセージに限定されるものではない。
多数の開発された移動ステーションモデル（例えばノキア２１１０）は、所望のテレマチ
ックサービスを選択するためのルーチンを含む。移動ステーションから加入者により選択
されたメニュー項目は、ＳＭＳ－ＳＵＢＭＩＴメッセージのＰＩＤパラメータの値を決定
する。ＰＩＤ（プロトコル識別子）は、使用される上位レイヤプロトコルを参照するか又
はある形式のテレマチックデバイスとのインターワーキングを指示するためにＴＰレイヤ
に使用されるＳＭＳ－ＳＵＢＭＩＴメッセージの８ビットフィールドである。ＰＩＤパラ
メータの詳細な説明については、ＧＳＭ基準、ＧＳＭ３．４０「ヨーロピアン・デジタル
・セルラー・テレコミュニケーションズ・システム（フェーズ２）；ショートメッセージ
サービス（ＳＭＳ）ポイント対ポイント（ＰＰ）の技術的な実現（ European digital cel
lular telecommunications system（ Phase 2）； Technical realization of the Short M
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essage Service（ SMS） Point to Point（ PP））」を参照されたい。
通常、ショートメッセージサービスセンターのアドレスは、移動ステーションにデフォー
ルト値として記憶されている。以下、このアドレスは、移動ステーションの一次ショート
メッセージサービスセンターアドレスと称する。図３のブロック図は、種々のサービスを
提供するのに使用される複数のショートメッセージサービスセンターを含むネットワーク
におけるショートメッセージの転送を示している。この例に示すケースでは、４つの異な
る機能関連型ショートメッセージサービスセンターＳＭＳＣ１－ＳＭＳＣ４と、それらの
ショートメッセージを中継する２つのショートメッセージゲートウェイＭＳＣ　ＳＭＳ－
ＧＭＳＣ１及びＳＭＳ－ＧＭＳＣ２とを備えたショートメッセージネットワークにおいて
加入者Ａがショートメッセージをファクシミリ（グループ３）として加入者Ｂのファクシ
ミリ番号へ送信しようとする。ここに示す構成では、加入者は、メッセージを送信する前
に上記サービスに関連したショートメッセージサービスセンターＳＭＳＣ３のアドレスｄ
ａ３を見出さねばならない。次いで、加入者は、移動ステーションからのアドレスをショ
ートメッセージサービスセンターの行先アドレス（ＲＰ－ＤＡ）として与え、そして通常
移動ステーションのメニューからの選択によりＰＩＤ値に影響する定義を変更しなければ
ならない。これら手順の後になって初めて、メッセージを通常の手順の後に無線システム
ＢＳＳ（接続１）を経て移動交換センターＭＳＣ（接続２）へ送信することができ、そこ
から、ショートメッセージはショートメッセージサービスセンターＳＭＳ－ＧＭＳＣ１（
接続３）を経て、加入者により与えられたショートメッセージサービスセンターＳＭＳＣ
３（接続４）へルート指定される。
本発明の好ましい実施形態では、加入者に利用できるショートメッセージ形態の情報であ
って関連ルート情報を含む情報が記憶されたデータベースＤＢが移動通信システムの少な
くとも１つのショートメッセージゲートウェイＭＳＣに接続される。この場合に、加入者
は、ショートメッセージと共に所望のＰＩＤパラメータの値を与え、そして供給されるべ
きショートメッセージサービスセンターのアドレスに関与せずにショートメッセージを送
るだけでよい。データベースＤＢを含むショートメッセージゲートウェイＭＳＣは、ショ
ートメッセージからＰＩＤパラメータを取り上げ、パラメータに基づいてデータベースサ
ーチを実行し、そしてそのデータベースサーチによって得られたルートアドレスへショー
トメッセージを送信する。
図３に示すケースでは、移動ステーションＭＳから加入者により与えられたショートメッ
セージは、ショートメッセージゲートウェイＭＳＣ　ＳＭＳ－ＧＭＳＣ１に到着し、そこ
で、ＰＩＤパラメータの値がショートメッセージから取り上げられる。得られた値をサー
チインデックスとして使用することにより、データベースＤＢにおいてデータベースサー
チが実行され、ルート情報をショートメッセージサービスセンターＳＭＳＣ３へ供給する
。次いで、得られたルートアドレスにショートメッセージが送信される。
又、本発明によるデータベースＤＢ及びそれに関連した機能は、図３に示すように、少な
くとも同じネットワークのセンターＭＳＣに配置することもできる。この場合に、第１の
センターＭＳＣがショートメッセージからＰＩＤパラメータを取り上げ、そしてショート
メッセージゲートウェイＭＳＣを経て所望のショートメッセージサービスセンターへメッ
セージをルート指定することができる。例えば、加入者がショートメッセージサービスセ
ンターＳＭＳＣ４のサービスを利用しようとし、そして加入者の移動ステーションＭＳが
同じネットワークの移動交換センターＭＳＣに関連したエリア内に配置されている状態に
ついて考える。移動交換センターＭＳＣには、データベースＤＢが設けられ、ショートメ
ッセージを受信したときにそこからＰＩＤパラメータを取り上げ、ＰＩＤに基づいてデー
タベースサーチを実行し、そしてデータベースＤＢからショートメッセージゲートウェイ
ＭＳＣ　ＳＭＳ－ＧＭＳＣ（接続５）へのルートをサーチし、そしてこのゲートウェイＭ
ＳＣがメッセージをショートメッセージサービスセンターＳＭＳＣ４（接続６）へルート
指定するように構成される。
しかしながら、ある場合には、ＰＩＤパラメータの値は、上記の場合のように充分ではな
い。ＥＴＳＩ規格は、ＰＩＤパラメータにより定義できる多数のテレマチックデバイスを
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リストしているが、規格に対して知られていないアプリケーションが存在する。或いは又
、加入者は、充分な数のメッセージ設定機能を含まない移動ステーションを使用して、所
望のＰＩＤパラメータを定義することもある。識別子を特定する効果的なやり方は、ショ
ートメッセージの転送フォーマットを指示するプリフィックスであり、このプリフィック
スはエリアコードに類似したものであって、ショートメッセージの行先アドレス（ＴＰ－
ＤＡ）に関連して加入者により供給される。
図４のテーブルは、本発明によるルートデータベースＤＢを実施するときのプリフィック
スの使用を示す。この例では、プリフィックス９９１は、サービスアプリケーションに指
定され、９９２は、Ｅ－メールアプリケーションに指定され、９９３は、ファクシミリデ
バイスに指定され、等々である。選択されたプリフィックスは、ショートメッセージの行
先アドレス（ＴＰ－ＤＡ）に含まれ、従って、加入者は、番号に含まれた全ての情報に積
極的に気付く必要はなく、むしろ情報は、メモリに記憶された番号シリーズによって容易
に送信される。加入者は、例えば、天気レポートをショートメッセージサービスとして要
求する場合に、移動ステーションから番号「９９１１０００」へショートメッセージを送
信し、そして暫くして、その要求されたメッセージを含むショートメッセージを受け取る
。この例では、サービスプリフィックス「９９１」は、サービスアプリケーションが含ま
れることを指示し、そして番号シリーズ「１０００」は、上記サービスアプリケーション
の天気サービスを指す。
多数の異なる種類の移動ステーションと、次第に増加するショートメッセージサービスセ
ンターとを使用して、ルート指定機能が加入者とうまく働くようにするために、この例の
ケースでは、データベースは、ＰＩＤパラメータ又はプリフィックスのいずれかにより正
しいルート情報をサーチできるように定義されるのが好ましい。本発明に関しては、選択
された識別子が、送信されるべきショートメッセージに含まれ、そして二次のショートメ
ッセージサービスセンターのルートデータベースに対するサーチインデックスとしてそれ
をピックアップできることが重要である。
プリフィックスの付いたショートメッセージが移動通信システムのショートメッセージゲ
ートウェイＭＳＣ　ＳＭＳ－ＧＭＳＣに到達すると、そのセンターは、好ましくは、加入
者により与えられたプリフィックス及びおそらくはＰＩＤパラメータをメッセージから取
り上げ、パラメータ又はその組合せをサーチインデックスとして使用することによりデー
タベースサーチを実行し、そしてデータベースサーチに基づいて得られたルートアドレス
へメッセージを中継する。
本発明によるデータベースを移動通信システムに配置することは、アプリケーション特有
の選択である。図５は、ルート情報を含むデータベースＤＢがショートメッセージサービ
スセンターＳＭＳＣ１－ＳＭＳＣ４に配置された本発明の第２の実施形態を示す。この場
合、メッセージは、通常、移動ステーションにおいてデフォールト値として設定されたシ
ョートメッセージサービスセンターへ送信され、そして更に、ショートメッセージサービ
スセンターにおけるデータベースサーチに基づいて得られたルート情報に基づき所望のサ
ービスに関連したショートメッセージサービスセンターへルート指定される。この場合に
は、ネットワーク加入者が通信できる全てのショートメッセージサービスセンターにデー
タベースが必要とされる。
図６のブロック図は、個別のサービスに関連した複数のショートメッセージサービスセン
ターを含むシステムにおいて所望のショートメッセージサービスセンターへショートメッ
セージをルート指定するための本発明の方法を示す。
ポイント１０において、加入者は、移動ステーションからショートメッセージとして送信
されるべきデータメッセージを転送する。テキストが供給されると、加入者は、おそらく
ショートメッセージサービスセンターを識別するプリフィックスを含むショートメッセー
ジ行先アドレスを供給する（ポイント２０）。プリフィックスが使用されない場合には、
加入者は、ショートメッセージの行先アドレスを通常のやり方で供給する。必要な場合に
は、加入者は、メッセージのフォーマットを定めることもできる（ポイント２５、３０）
。仕様が決まった後に、加入者は、ショートメッセージ送信コマンドを発生する（ポイン
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ト４０）。ビジターセンター、ショートメッセージゲートウェイＭＳＣ又はショートメッ
セージサービスセンターであるセンターは、データベースサーチに対してショートメッセ
ージから識別子を取り上げ（ポイント５０）、そして識別子が見つかった場合に（ポイン
ト５５）、ショートメッセージから取り上げられた上記識別子をインデックスとして使用
してデータベースサーチを実行する（ポイント６０）。上記識別子に対応するルート情報
がデータベースから見つかった場合には（ポイント６５）、ルートデータベースからサー
チされた二次のショートメッセージサービスセンターのアドレスへショートメッセージが
送られる（ポイント７０）。識別子が見つからない場合には、ショートメッセージに含ま
れた一次のショートメッセージサービスセンターのアドレスにメッセージが送られる（ポ
イント８０）。
添付図面及びそれを参照した上記の説明は、本発明の考え方を例示するものに過ぎない。
本発明の方法及び構成体は、請求の範囲内でその細部を種々変更することができる。本発
明は、主として、ショートメッセージがＧＳＭシステムに送られる場合について以上に説
明したが、本発明の方法及び構成体は、対応するショートメッセージサービスを提供する
他のシステムにも使用することができる。
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