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(57)【要約】
【課題】ＩＭＳを介在することなく、携帯電話網に接続
できないＵＥと携帯電話網に接続できるＵＥとの間でメ
ッセージの送受信を可能にする通信システム、中継装置
、制御方法およびプログラムを提供する。
【解決手段】ユーザ端末が無線基地局を介して通信を行
なう第１のネットワークに設けられた、ユーザ端末にメ
ッセージを配信するサービス制御装置と、ユーザ端末が
無線基地局を介さずに通信するための第２のネットワー
クに設けられ、第２のネットワークを介してユーザ端末
と通信するサーバと、第１のネットワーク内のユーザ端
末間で送受信されるメッセージ、並びに第１のネットワ
ーク内のユーザ端末と第２のネットワーク内のユーザ端
末との間で送受信されるメッセージを中継する、サービ
ス制御装置と接続された中継装置とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ端末が無線基地局を介して通信を行なう第１のネットワークに設けられ、前記ユ
ーザ端末に対してメッセージを配信するサービス制御装置と、
　前記第１のネットワークとは異なる第２のネットワークに設けられ、前記ユーザ端末が
前記無線基地局を介さずに通信する前記第２のネットワークを介して前記ユーザ端末と前
記メッセージを送受信するサーバと、
　前記第１のネットワーク内のユーザ端末間で送受信されるメッセージ、並びに前記第１
のネットワーク内のユーザ端末と前記第２のネットワーク内のユーザ端末との間で送受信
されるメッセージを中継する、前記サービス制御装置と接続された中継装置と、
を有する通信システム。
【請求項２】
　前記第２のネットワーク内のユーザ端末は、
　前記第１のネットワーク内のユーザ端末を送信先とするメッセージを送信する場合、自
ユーザ端末を識別するためのユーザネームを送信元に設定したメッセージを送信し、
　前記中継装置は、
　前記第１のネットワーク内のユーザ端末を送信先とし、前記第２のネットワーク内のユ
ーザ端末を送信元とするメッセージを受信すると、該メッセージの送信元のユーザネーム
を対応する電話番号に変換する請求項１記載の通信システム。
【請求項３】
　前記第１のネットワーク内のユーザ端末は、
　前記第２のネットワーク内のユーザ端末を送信先とするメッセージを送信する場合、該
メッセージの送信先である前記第２のネットワーク内のユーザ端末の電話番号を送信先に
設定したメッセージを送信し、
　前記中継装置は、
　前記第２のネットワーク内のユーザ端末を送信先とし、前記第１のネットワーク内のユ
ーザ端末を送信元とするメッセージを受信すると、該メッセージの送信先の電話番号を対
応するユーザネームに変換する請求項１または２記載の通信システム。
【請求項４】
　前記第２のネットワーク内のユーザ端末は、
　前記第２のネットワーク内のユーザ端末を送信先とするメッセージを送信する場合、自
ユーザ端末を識別するためのユーザネームを送信元に設定し、該メッセージの送信先であ
る前記第２のネットワーク内のユーザ端末を識別するためのユーザネームを送信先に設定
したメッセージを送信し、
　前記サーバは、
　前記第２のネットワーク内のユーザ端末を送信先とし、前記第２のネットワーク内のユ
ーザ端末を送信元とするメッセージを受信すると、該メッセージの送信先のユーザネーム
に対応するユーザ端末へ該メッセージを送信する請求項１から３のいずれか１項に記載の
通信システム。
【請求項５】
　ユーザ端末が無線基地局を介して通信を行なう第１のネットワークに設けられた、前記
ユーザ端末に対してメッセージを配信するサービス制御装置と通信する第１の通信部と、
　前記第１のネットワークとは異なる第２のネットワークに設けられた、前記ユーザ端末
が前記無線基地局を介さずに通信する前記第２のネットワークを介して前記ユーザ端末と
前記メッセージを送受信するサーバと通信する第２の通信部と、
　前記サービス制御装置を介して前記第１のネットワーク内のユーザ端末間で送受信され
るメッセージ、並びに前記サービス制御装置を介して前記第１のネットワーク内のユーザ
端末と前記第２のネットワーク内のユーザ端末との間で送受信されるメッセージを中継す
る制御部と、
を有する中継装置。
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【請求項６】
　前記制御部は、
　前記第１のネットワーク内のユーザ端末を送信先とし、前記第２のネットワーク内のユ
ーザ端末を送信元とする、該第２のネットワーク内のユーザ端末を識別するためのユーザ
ネームが送信元に設定されたメッセージを受信すると、
該メッセージの送信元のユーザネームを対応する電話番号に変換する請求項５記載の中継
装置。
【請求項７】
　前記制御部は、
　前記第２のネットワーク内のユーザ端末を送信先とし、前記第１のネットワーク内のユ
ーザ端末を送信元とする、該第１のネットワーク内のユーザ端末の電話番号が送信元に設
定されたメッセージを受信すると、
　該メッセージの送信先の電話番号を対応するユーザネームに変換する請求項５または６
記載の中継装置。
【請求項８】
　ユーザ端末が無線基地局を介して通信を行なう第１のネットワークに設けられた、前記
ユーザ端末に対してメッセージを配信するサービス制御装置と通信する第１の通信部と、
　前記第１のネットワークとは異なる第２のネットワークに設けられた、前記ユーザ端末
が前記無線基地局を介さずに通信する前記第２のネットワークを介して前記ユーザ端末と
前記メッセージを送受信するサーバと通信する第２の通信部と、
を有する中継装置の制御方法であって、
　前記サービス制御装置を介して前記第１のネットワーク内のユーザ端末間で送受信され
るメッセージを中継し、
　前記サービス制御装置を介して前記第１のネットワーク内のユーザ端末と前記第２のネ
ットワーク内のユーザ端末との間で送受信されるメッセージを中継する制御方法。
【請求項９】
　コンピュータに、
　ユーザ端末が無線基地局を介して通信を行なう第１のネットワークに設けられた、前記
ユーザ端末に対してメッセージを配信するサービス制御装置と通信する処理と、
　前記第１のネットワークとは異なる第２のネットワークに設けられた、前記ユーザ端末
が前記無線基地局を介さずに通信する前記第２のネットワークを介して前記ユーザ端末と
前記メッセージを送受信するサーバと通信する処理と、
　前記サービス制御装置を介して前記第１のネットワーク内のユーザ端末間で送受信され
るメッセージを中継する処理と、
　前記サービス制御装置を介して前記第１のネットワーク内のユーザ端末と前記第２のネ
ットワーク内のユーザ端末との間で送受信されるメッセージを中継する処理と、
を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システム、中継装置、制御方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話網において、ユーザ端末（ＵＥ：User Equipment）は、無線基地局と通信する
ことで携帯電話網と接続可能であり、該携帯電話網を介して提供される様々なサービスを
受けることができる。携帯電話網としては、３Ｇ（第３世代移動通信ネットワーク）やＬ
ＴＥ（Long Term Evolution）等が知られている。
　携帯電話網を介してＵＥに提供されるサービスとしては、例えばＳＭＳ（Short Messag
e Service）がある。ＳＭＳは、ネットワークを介してＵＥ間でメッセージ（ＳＭＳメッ
セージ）の送受信を可能にするサービスであり、例えば災害時の安否確認等で利用される
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。ＳＭＳでは、電話番号を利用してＳＭＳメッセージを送受信するＵＥを特定する。
【０００３】
　携帯電話網に収容されたＵＥにＳＭＳを提供するための構成は、例えば特許文献１に記
載されている。特許文献１には、携帯電話網（３Ｇ網）に収容されたＵＥと、ＩＭＳ（IP
 Multimedia Subsystem）とを通信可能に接続するためのＧＳＮ（ＧＰＲＳ（General Pac
ket Radio Service）サポートノード）を備えた構成が提案されている。ＩＭＳは、電話
サービスやマルチメディアサービス等をＩＰ（Internet Protocol）ベースで各ＵＥへ提
供するための装置群から成る、携帯電話網を構成するコア・ネットワークの一つである。
ＩＭＳには、ＩＰＳＭＧＷ（IP Short Message Gateway）を介してＳＭＳメッセージの配
信を制御するＳＭＳＣ（Short Message Service Center）が接続される。ＵＥから送信さ
れたＳＭＳメッセージは、その送信元のＵＥを収容する携帯電話網のＩＭＳ及びＩＰＳＭ
ＧＷを介してＳＭＳＣへ転送される。ＳＭＳＣは、受け取ったＳＭＳメッセージを、その
送信先のＵＥを収容する携帯電話網のＩＰＳＭＧＷへ送信し、該ＩＰＳＭＧＷからＩＭＳ
を介して送信先のＵＥへ該ＳＭＳメッセージが転送される。
【０００４】
　上述したように、ＳＭＳメッセージを送受信するためには、ＵＥが無線基地局を介して
携帯電話網と通信可能である必要がある。そのため、ＵＥが無線基地局と通信できないエ
リアに存在する場合、あるいは災害等に起因して携帯電話網を構成する装置が故障し、Ｕ
Ｅが携帯電話網に接続できない場合、ＵＥはＳＭＳメッセージを送受信できなくなる。
【０００５】
　なお、ＵＥ間の通信を可能にするネットワークは、携帯電話網以外にも知られている。
そのようなネットワークとしては、例えばＵＥどうしが直接、あるいは無線ＬＡＮ（Loca
l Area Network）ルーター等のアクセスポイントを介して無線通信を行うＩＰ（Internet
 Protocol）網がある。このようなネットワークでは、ＵＥは、携帯電話網の無線基地局
を介さずに周辺に存在する他のＵＥとメッセージを送受信できる。
【０００６】
　携帯電話網ではないＩＰ網に収容されたＵＥにＳＭＳを提供するための構成は、例えば
特許文献２及び３で提案されている。特許文献２及び３には、無線ＬＡＮに収容されたＵ
ＥとＩＭＳとを通信可能に接続するためのＰＤＧ（Packet Data Gateway）をネットワー
クに備えた構成が記載されている。ＰＤＧは、ＩＭＳと無線ＬＡＮ間で送受信されるパケ
ットを中継する装置である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２００９－５０６５９０号公報
【特許文献２】特表２００６－５２５７６２号公報
【特許文献３】特表２００８－５２３７３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述したように、携帯電話網では、災害等に起因して携帯電話網を構成する装置が故障
することで、ＵＥを携帯電話網に接続できなくなると、メッセージの送受信ができなくな
る通信障害が発生する。そこで、災害時にも通信手段を確保し、通信障害の発生を抑制で
きる通信システムが求められている。そのような通信システムの一例として、携帯電話網
と携帯電話網ではないその他のＩＰ網とを組み合わせた通信システムが考えられる。
　上述したように、携帯電話網ではないＩＰ網では、ＵＥは他のＵＥとの間で携帯電話網
の無線基地局を介さずにメッセージを送受信できる。そのため、携帯電話網に接続できな
い場合でも、ＵＥは周辺のＵＥとメッセージを送受信できる。
【０００９】
　しかしながら、携帯電話網ではないＩＰ網では、メッセージを送受信できるＵＥが周辺
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のＵＥに限られてしまう。そこで、ＵＥが携帯電話網に接続できない場合は携帯電話網で
はないＩＰ網を用いてメッセージを配送し、携帯電話網に接続できる場合は該携帯電話網
を用いてメッセージを配送する構成が考えられる。そのような構成では、携帯電話網に接
続できないＵＥと、携帯電話網に接続できるＵＥとの間でも、メッセージの送受信が可能
になる。
　例えば上記特許文献２及び３に記載された通信システムでは、無線ＬＡＮに収容された
ＵＥがＰＤＧを介してＩＭＳと通信できるため、ＵＥが無線基地局と通信できなくても、
ＩＭＳを介してＳＭＳメッセージを送受信できる。
【００１０】
　しかしながら、ＩＭＳは、上述したように携帯電話網が備えるコア・ネットワークの一
つである。そのため、ＳＭＳが災害時等で利用されることを考慮すると、携帯電話網では
ないＩＰ網と上記ＳＭＳＣとの間に携帯電話網のコア・ネットワークであるＩＭＳが介在
しない方が望ましい。
【００１１】
　本発明は上述したような背景技術が有する課題を解決するためになされたものであり、
ＩＭＳを介在することなく、携帯電話網に接続できないＵＥと携帯電話網に接続できるＵ
Ｅとの間でメッセージの送受信を可能にする通信システム、中継装置、制御方法およびプ
ログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するため本発明の通信システムは、ユーザ端末が無線基地局を介して通
信を行なう第１のネットワークに設けられ、前記ユーザ端末に対してメッセージを配信す
るサービス制御装置と、
　前記第１のネットワークとは異なる第２のネットワークに設けられ、前記ユーザ端末が
前記無線基地局を介さずに通信する前記第２のネットワークを介して前記ユーザ端末と前
記メッセージを送受信するサーバと、
　前記第１のネットワーク内のユーザ端末間で送受信されるメッセージ、並びに前記第１
のネットワーク内のユーザ端末と前記第２のネットワーク内のユーザ端末との間で送受信
されるメッセージを中継する、前記サービス制御装置と接続された中継装置と、
を有する。
【００１３】
　本発明の中継装置は、ユーザ端末が無線基地局を介して通信を行なう第１のネットワー
クに設けられた、前記ユーザ端末に対してメッセージを配信するサービス制御装置と通信
する第１の通信部と、
　前記第１のネットワークとは異なる第２のネットワークに設けられた、前記ユーザ端末
が前記無線基地局を介さずに通信する前記第２のネットワークを介して前記ユーザ端末と
前記メッセージを送受信するサーバと通信する第２の通信部と、
　前記サービス制御装置を介して前記第１のネットワーク内のユーザ端末間で送受信され
るメッセージ、並びに前記サービス制御装置を介して前記第１のネットワーク内のユーザ
端末と前記第２のネットワーク内のユーザ端末との間で送受信されるメッセージを中継す
る制御部と、
を有する。
【００１４】
　本発明の制御方法は、ユーザ端末が無線基地局を介して通信を行なう第１のネットワー
クに設けられた、前記ユーザ端末に対してメッセージを配信するサービス制御装置と通信
する第１の通信部と、
　前記第１のネットワークとは異なる第２のネットワークに設けられた、前記ユーザ端末
が前記無線基地局を介さずに通信する前記第２のネットワークを介して前記ユーザ端末と
前記メッセージを送受信するサーバと通信する第２の通信部と、
を有する中継装置の制御方法であって、
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　前記サービス制御装置を介して前記第１のネットワーク内のユーザ端末間で送受信され
るメッセージを中継し、
　前記サービス制御装置を介して前記第１のネットワーク内のユーザ端末と前記第２のネ
ットワーク内のユーザ端末との間で送受信されるメッセージを中継する方法である。
【００１５】
　本発明のプログラムは、コンピュータに、
　ユーザ端末が無線基地局を介して通信を行なう第１のネットワークに設けられた、前記
ユーザ端末に対してメッセージを配信するサービス制御装置と通信する処理と、
　前記第１のネットワークとは異なる第２のネットワークに設けられた、前記ユーザ端末
が前記無線基地局を介さずに通信する前記第２のネットワークを介して前記ユーザ端末と
前記メッセージを送受信するサーバと通信する処理と、
　前記サービス制御装置を介して前記第１のネットワーク内のユーザ端末間で送受信され
るメッセージを中継する処理と、
　前記サービス制御装置を介して前記第１のネットワーク内のユーザ端末と前記第２のネ
ットワーク内のユーザ端末との間で送受信されるメッセージを中継する処理と、
を実行させるためのものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ＩＭＳを介在することなく、携帯電話網に接続できないＵＥと携帯電
話網に接続できるＵＥとの間でメッセージの送受信が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の通信システムの一構成例を示すブロック図である。
【図２】図１に示したサーバの一構成例を示すブロック図である。
【図３】図１に示した中継装置の一構成例を示すブロック図である。
【図４】図１に示したＩＰ網に在圏するＵＥ（Ｘ）からＵＥ（Ｙ）へメッセージを送信す
る様子を示す模式図である。
【図５】図４に示したＵＥ（Ｘ）が作成するメッセージのフォーマットの一例を示す模式
図である。
【図６】図１に示したＩＰ網に在圏するＵＥ（Ｙ）からＵＥ（Ｘ）へメッセージを送信す
る様子を示す模式図である。
【図７】図６に示したＵＥ（Ｙ）が作成するメッセージのフォーマットの一例を示す模式
図である。
【図８】図１に示した携帯電話網に在圏するＵＥ（Ｘ）から携帯電話網に在圏するＵＥ（
Ｚ）へメッセージを送信する様子を示す模式図である。
【図９】図１に示したＩＰ網に在圏するＵＥ（Ｘ）から携帯電話網に在圏するＵＥ（Ｚ）
へメッセージを送信する様子を示す模式図である。
【図１０】図８に示したＵＥ（Ｘ）が作成するメッセージのフォーマットの一例を示す模
式図である。
【図１１】図８に示した中継装置が図１０に示したメッセージから変換するメッセージの
フォーマットの一例を示す模式図である。
【図１２】図９に示したＵＥ（Ｘ）が作成するメッセージのフォーマットの一例を示す模
式図である。
【図１３】図１に示した携帯電話網に在圏するＵＥ（Ｚ）から携帯電話網に在圏するＵＥ
（Ｘ）へメッセージを送信する様子を示す模式図である。
【図１４】図１に示した携帯電話網に在圏するＵＥ（Ｚ）からＩＰ網に在圏するＵＥ（Ｘ
）へメッセージを送信する様子を示す模式図である。
【図１５】図１３に示したＩＰＳＭＧＷが作成するメッセージのフォーマットの一例を示
す模式図である。
【図１６】図１３に示した中継装置が図１５に示したメッセージから変換するメッセージ
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のフォーマットの一例を示す模式図である。
【図１７】図１４に示した中継装置が図１５に示したメッセージから変換するメッセージ
のフォーマットの一例を示す模式図である。
【図１８】図１に示したＩＰ網に在圏するＵＥ（Ｘ）からＵＥ（Ｙ）へメッセージを送信
する場合の動作を示すシーケンス図である。
【図１９】図１に示したＩＰ網に在圏するＵＥ（Ｙ）からＵＥ（Ｘ）へメッセージを送信
する場合の動作を示すシーケンス図である。
【図２０】図１に示した携帯電話網に在圏するＵＥ（Ｘ）からＵＥ（Ｚ）へメッセージを
送信する場合の動作を示すシーケンス図である。
【図２１】図１に示したＩＰ網に在圏するＵＥ（Ｘ）からＵＥ（Ｚ）へメッセージを送信
する場合の動作を示すシーケンス図である。
【図２２】図１に示した携帯電話網に在圏するＵＥ（Ｚ）から携帯電話網に在圏するＵＥ
（Ｘ）へメッセージを送信する場合の動作を示すシーケンス図である。
【図２３】図１に示した携帯電話網に在圏するＵＥ（Ｚ）からＩＰ網に在圏するＵＥ（Ｘ
）へメッセージを送信する場合の動作を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　次に本発明について図面を用いて説明する。
　図１は、本発明の通信システムの一構成例を示すブロック図である。
　図１に示す通信システム１は、ＵＥ２が無線基地局を介して通信を行なう、第１のネッ
トワークとしての携帯電話網１０と、第２のネットワークとしての携帯電話網１０ではな
いＩＰ網（以下、単に「ＩＰ網」と称す）２０とを備える。
　携帯電話網１０の具体例としては、３ＧやＬＴＥ等の通信方式からなる無線通信網があ
る。ＩＰ網２０の具体例としては、ＷｉＦｉ（Wireless Fidelity）（登録商標）、Ｗｉ
Ｆｉ－Ｄｉｒｅｃｔ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＬＴＥ－Ｄｉｒｅｃｔ等の通信
方式から成る無線通信網がある。ＩＰ網２０に複数のＵＥ２が収容されている場合、各Ｕ
Ｅ２は、他のＵＥと直接通信する、いわゆるアドホック方式によりメッセージを送受信し
てもよい。ＵＥ２は、無線基地局を介して通信を行なう（携帯電話網１０に接続する）機
能とＩＰ網２０で通信を行なう機能の少なくとも一方を有するものとする。
【００１９】
　図１に示すように、通信システム１は、ＲＡＮ（Radio Access Network）１１、ＥＰＣ
（Evolved Packet Core）１２、ＩＭＳ１３、ＨＬＲ／ＨＳＳ（Home Location Register/
Home Subscriber Server）１４、ＳＭＳＣ１５、ＩＰＳＭＧＷ１６、サーバ３１及び中継
装置３２を備える。
【００２０】
　ＲＡＮ１１は、ＵＥ２と無線通信を行う無線基地局を含む無線アクセスネットワークで
あり、所定の通信エリアを形成する。
　ＥＰＣ１２は、携帯電話網１０におけるＩＰベースのパケット交換方式を実現するため
の装置群から成るコア・ネットワークである。
　ＩＭＳ１３は、電話サービスやマルチメディアサービス等をＩＰベースで各ＵＥ２へ提
供するための装置群から成るコア・ネットワークである。
　ＨＬＲ／ＨＳＳ１４は、ＵＥ２の位置を管理する管理装置である。ＨＬＲ／ＨＳＳ１４
は、ＵＥ２の加入者情報と、そのＵＥ２の位置情報（ＵＥ２が在圏するエリア）とを対応
付けて保存する。
　ＳＭＳＣ１５は、ＵＥ２間でＳＭＳとして送受信されるメッセージ（ＳＭＳメッセージ
）の配信を制御する。ＳＭＳＣ１５は、サービス制御装置の一例である。ＳＭＳＣ１５は
、携帯電話網１０に設けられる。
　ＩＰＳＭＧＷ１６は、通信プロトコルが異なるＳＭＳＣ１５とＩＭＳ１３とを接続する
ネットワーク機器であり、携帯電話網１０を利用するＵＥに対してＳＭＳを提供する。
【００２１】
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　サーバ３１は、ネットワークを介して中継装置３２と接続され、ＵＥ２間で送受信され
るメッセージを中継する。サーバ３１は、不図示のアクセスポイントを介して、該アクセ
スポイントと無線通信が可能なＵＥ２との間でメッセージを送受信する。
　中継装置３２は、ネットワークを介してサーバ３１、ＩＭＳ１３、ＨＬＲ／ＨＳＳ１４
及びＳＭＳＣ１５と接続される。中継装置３２は、ＩＰＳＭＧＷ１６の機能と共に、サー
バ３１を介してメッセージが送受信される場合に、その配信経路を切り替えるゲートウェ
イとしての機能を備えている。すなわち、ＳＭＳＣ１５を介して携帯電話網１０内のＵＥ
２間で送受信されるメッセージ、並びにＳＭＳＣ１５を介して携帯電話網１０内のＵＥ２
とＩＰ網２０内のＵＥ２との間で送受信されるメッセージを中継する。中継装置３２は、
携帯電話網１０及びＩＰ網２０を含むネットワークに設けられ、ＩＰＳＭＧＷ１６は携帯
電話網１０のみ備えるネットワークに設けられている。
【００２２】
　以下では、中継装置３２と接続される携帯電話網１０のノードを示す場合は、ＲＡＮ１
１ａ、ＥＰＣ１２ａ、ＩＭＳ１３ａ、ＨＬＲ／ＨＳＳ１４ａ、ＳＭＳＣ１５ａと表記し、
該携帯電話網を１０Ａと表記する。また、ＩＰＳＭＧＷ１６と接続される携帯電話網１０
のノードを示す場合は、ＲＡＮ１１ｂ、ＥＰＣ１２ｂ、ＩＭＳ１３ｂ、ＨＬＲ／ＨＳＳ１
４ｂ、ＳＭＳＣ１５ｂと表記し、該携帯電話網を１０Ｂと表記する。これらを統一して示
す場合は、ＲＡＮ１１、ＥＰＣ１２、ＩＭＳ１３、ＨＬＲ／ＨＳＳ１４、ＳＭＳＣ１５、
携帯電話網１０と表記する。また、ＲＡＮ１１ａで形成される通信エリアを１０ａと表記
し、ＲＡＮ１１ｂで形成される通信エリアを１０ｂと表記し、サーバ３１によってＵＥ２
が通信可能なエリアを２０ａと表記する。
　なお、図１では、ＲＡＮ１１によってＵＥ２が通信可能なエリア１０ａ，１０ｂよりも
サーバ３１によってＵＥ２が通信可能なエリア２０ａの方が大きく描かれているが、これ
らのエリアの大きさは実際の通信エリアの大きさを示すものではない。
【００２３】
　次に、サーバ３１及び中継装置３２の構成について説明する。なお、図１に示す他のノ
ードの構成は、当業者によく知られているため、その説明は省略する。
　まず、サーバ３１の構成について説明する。
　図２は、図１に示したサーバの一構成例を示すブロック図である。
　図２に示すように、サーバ３１は、中継装置側通信部３１２、転送部３１３及びＵＥ側
通信部３１４を有する。
　中継装置側通信部３１２は、中継装置３２と通信を行う。ＵＥ側通信部３１４は、ＵＥ
２と通信を行う。転送部３１３は、ＵＥ２からメッセージを受信すると、そのメッセージ
を他のＵＥ２あるいは中継装置３２に転送する。また、転送部３１３は、中継装置側通信
部３１２を介して中継装置３２からメッセージを受信すると、そのメッセージをＵＥ２に
転送する。
【００２４】
　次に、中継装置３２の構成について説明する。
　図３は、図１に示した中継装置の一構成例を示すブロック図である。
　図３に示すように、中継装置３２は、サーバ側通信部３２１、ＨＬＲ／ＨＳＳ側通信部
３２２、ＩＭＳ側通信部３２３、ＳＭＳＣ側通信部３２４及び制御部３２５を有する。
　サーバ側通信部３２１は、所定のプロトコル（例えば、ＩＰ）によりサーバ３１と通信
を行う。
　ＨＬＲ／ＨＳＳ側通信部３２２は、所定のプロトコル（例えば、ＭＡＰ：Mobile Appli
cation Part）によりＨＬＲ／ＨＳＳ１４ａと通信を行う。
　ＩＭＳ側通信部３２３は、所定のプロトコル（例えば、ＩＰ）によりＩＭＳ１３ａと通
信を行う。
　ＳＭＳＣ側通信部３２４は、所定のプロトコル（例えば、ＭＡＰ）によりＳＭＳＣ１５
ａと通信を行う。
【００２５】
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　制御部３２５は、サーバ側通信部３２１を介してサーバ３１からメッセージを受信する
と、該メッセージを、ＳＭＳＣ側通信部３２４を介してＳＭＳＣ１５ａへ送信する。また
、制御部３２５は、ＩＭＳ側通信部３２３を介してＩＭＳ１３ａからメッセージを受信す
ると、該メッセージを、ＳＭＳＣ側通信部３２４を介してＳＭＳＣ１５ａへ送信する。ま
た、制御部３２５は、ＳＭＳＣ側通信部３２４を介してＳＭＳＣ１５ａからメッセージを
受信すると、該メッセージを、ＩＭＳ側通信部３２３またはサーバ側通信部３２１を介し
てＩＭＳ１３ａまたはサーバ３１へ送信する。さらに、制御部３２５は、サーバ側通信部
３２１を介してＵＥ２の加入者情報や位置情報を含む管理情報を受信すると、該管理情報
を、ＨＬＲ／ＨＳＳ側通信部３２２を介してＨＬＲ／ＨＳＳ１４ａへ送信する。
【００２６】
　サーバ３１及び中継装置３２は、プログラムにしたがって処理を実行するＣＰＵ（Cent
ral Processing Unit）、記憶装置、各種の論理回路、ネットワークを介して情報を送受
信するための通信手段等を備えた情報処理装置（コンピュータ）によって実現できる。
　なお、図１では、サーバ３１と中継装置３２とをそれぞれ個別に備える構成例を示して
いるが、サーバ３１の機能及び中継装置の機能は１つの装置で実現してもよい。
【００２７】
　次に、本発明の通信システム１の動作の概要について図面を用いて説明する。
　最初に、ＩＰ網２０に在圏するＵＥ間でメッセージを送受信する場合の動作を説明する
。
　図４は、図１に示したＩＰ網に在圏するＵＥ（Ｘ）からＵＥ（Ｙ）へメッセージを送信
する様子を示す模式図である。図５は、図４に示したＵＥ（Ｘ）が作成するメッセージの
フォーマットの一例を示す模式図である。
　図６は、図１に示したＩＰ網に在圏するＵＥ（Ｙ）からＵＥ（Ｘ）へメッセージを送信
する様子を示す模式図である。図７は、図６に示したＵＥ（Ｙ）が作成するメッセージの
フォーマットの一例を示す模式図である。
【００２８】
　図４で示すようにＵＥ（Ｙ）２ｙへメッセージを送信する場合、ＵＥ（Ｘ）２ｘは、図
５に示すフォーマットにしたがってＵＥ（Ｙ）２ｙに送信するメッセージ（ＳＭＳメッセ
ージ）を作成する。
　図５に示すように、ＵＥ（Ｘ）２ｘが作成するメッセージには、Ｄｓｔ．Ａｄｄｒｅｓ
ｓ（Dst. Address）部、Ｏｒｇ．Ａｄｄｒｅｓｓ（Org. Address）部及びＣｏｎｔｅｎｔ
ｓ部を含む。
　ＵＥ（Ｘ）２ｘがＵＥ（Ｙ）２ｙにメッセージを送信する場合、ＵＥ（Ｘ）２ｘは、Ｄ
ｓｔ．Ａｄｄｒｅｓｓ部にメッセージの送信先であるＵＥ（Ｙ）２ｙのユーザネーム（Ｙ
のＵｓｅｒ－Ｎａｍｅ）を設定する。また、ＵＥ（Ｘ）２ｘは、Ｏｒｇ．Ａｄｄｒｅｓｓ
部にメッセージの送信元であるＵＥ（Ｘ）２ｘのユーザネーム（ＸのＵｓｅｒ－Ｎａｍｅ
）を設定する。Ｃｏｎｔｅｎｔｓ部には、メッセージの本文（ショートメッセージ）を格
納する。
　ユーザネームは、ＩＰ網２０に在圏する各ＵＥ２を識別するためのものであり、予め設
定されてサーバ３１に登録されている。ユーザネームは、各ＵＥ２が識別可能であれば、
どのようなものを用いてもよい。例えば、ＵＥ２の個体識別情報、ユーザＩＤ（identifi
cation）、電話番号等を用いればよい。
　図４に示すように、ＵＥ（Ｘ）２ｘは、生成したメッセージをサーバ３１に送信する。
サーバ３１は、ＵＥ（Ｘ）２ｘから受信したメッセージの送信先がＵＥ（Ｙ）２ｙである
ため、そのメッセージをＵＥ（Ｙ）２ｙに送信する。
【００２９】
　一方、図６で示すようにＵＥ（Ｙ）２ｙからＵＥ（Ｘ）２ｘへメッセージを送信する場
合、図７に示すように、ＵＥ（Ｙ）２ｙはＤｓｔ．Ａｄｄｒｅｓｓ部にメッセージの送信
先であるＵＥ（Ｘ）２ｘのユーザネーム（ＸのＵｓｅｒ－Ｎａｍｅ）を設定する。また、
ＵＥ（Ｙ）２ｙは、Ｏｒｇ．Ａｄｄｒｅｓｓ部にメッセージの送信元であるＵＥ（Ｙ）２
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ｙのユーザネーム（ＹのＵｓｅｒ－Ｎａｍｅ）を設定する。Ｃｏｎｔｅｎｔｓ部には、メ
ッセージの本文（ショートメッセージ）を格納する。
　図６に示すように、ＵＥ（Ｙ）２ｙは、生成したメッセージをサーバ３１に送信する。
サーバ３１は、ＵＥ（Ｙ）２ｙから受信したメッセージの送信先がＵＥ（Ｘ）２ｘである
ため、そのメッセージをＵＥ（Ｘ）２ｘに送信する。
　このように、サーバ３１を介することで、携帯電話網１０ＡではないＩＰ網２０内のＵ
Ｅ２間でメッセージを送受信できる。
【００３０】
　次に、ＵＥ（Ｘ）２ｘと携帯電話網１０を利用するＵＥ（Ｚ）２ｚとの間でメッセージ
を送受信する場合の動作について図面を用いて説明する。
　なお、ＵＥ（Ｘ）２ｘは、携帯電話網１０Ａを利用せずにメッセージを送受信する場合
、サーバ３１及び中継装置３２を介してＨＬＲ／ＨＳＳ１４ａに位置登録されるものとす
る。ＵＥ２の位置登録方法については、例えば本出願人が先に出願した特願２０１４－１
４４３６０号に記載されている。
【００３１】
　まず、ＵＥ（Ｘ）２ｘからＵＥ（Ｚ）２ｚにメッセージを送信する場合の動作を説明す
る。
　ＵＥ（Ｘ）２ｘからＵＥ（Ｚ）２ｚにメッセージを送信する場合、図８に示すようにＲ
ＡＮ１１ａ、ＥＰＣ１２ａ、ＩＭＳ１３ａを含む携帯電話網１０Ａを介して送信する場合
と、図９に示すようにサーバ３１を介して送信する場合とがある。
【００３２】
　図８は、図１に示した携帯電話網に在圏するＵＥ（Ｘ）から携帯電話網に在圏するＵＥ
（Ｚ）へメッセージを送信する様子を示す模式図である。図９は、図１に示したＩＰ網に
在圏するＵＥ（Ｘ）から携帯電話網に在圏するＵＥ（Ｚ）へメッセージを送信する様子を
示す模式図である。図１０は、図８に示したＵＥ（Ｘ）が作成するメッセージのフォーマ
ットの一例を示す模式図である。図１１は、図８に示した中継装置が図１０に示したメッ
セージから変換するメッセージのフォーマットの一例を示す模式図である。図１２は、図
９に示したＵＥ（Ｘ）が作成するメッセージのフォーマットの一例を示す模式図である。
【００３３】
　図８に示すように携帯電話網１０Ａ及び１０Ｂを介してＵＥ（Ｚ）にメッセージを送信
する場合、ＵＥ（Ｘ）は図１０に示すフォーマットでメッセージ（ＳＭＳメッセージ）を
作成し、該メッセージをＲＡＮ１１に送信する。
　図１０に示すように、携帯電話網１０Ａ及び１０Ｂを介してＵＥ（Ｘ）２ｘからＵＥ（
Ｚ）２ｚにメッセージを送信する場合、ＵＥ（Ｘ）２ｘが作成するメッセージには、ＲＰ
－ＤＡ（Relay Layer Protocol-Destination Address）部、ＲＰ－ＯＡ（Relay Layer Pr
otocol-Origination Address）部及びＴＰＤＵ（Transmission Protocol Data Unit）部
を含む。ＴＰＤＵ部は、Ｈｅａｄｅｒ部、Ｄｓｔ．Ａｄｄｒｅｓｓ（Dst. Address）部、
Ｏｒｇ．Ａｄｄｒｅｓｓ(Org. Address)部及びＤａｔａ部を備える。
【００３４】
　ＵＥ（Ｘ）２ｘが携帯電話網１０を介してＵＥ（Ｚ）２ｚにメッセージを送信する場合
、ＵＥ（Ｘ）２ｘは、図１０に示すように、ＲＰ－ＤＡ部にＳＭＳＣ１５ａのネットワー
ク上のアドレスであるＳＭＳＣアドレスを設定する。また、ＵＥ（Ｘ）２ｘは、ＴＰＤＵ
部のＨｅａｄｅｒ部に「Ｓｕｂｍｉｔ」を設定する。また、ＵＥ（Ｘ）２ｘは、ＴＰＤＵ
部のＤｓｔ．Ａｄｄｒｅｓｓ部にメッセージの送信先であるＵＥ（Ｚ）２ｚの携帯電話番
号を設定する。また、ＵＥ（Ｘ）２ｘは、ＴＰＤＵ部のＤａｔａ部にメッセージの本文（
ショートメッセージ）を格納する。ＲＰ－ＤＡ部及びＴＰＤＵ部のＯｒｇ．Ａｄｄｒｅｓ
ｓ部はそれぞれ未設定（－）とする。
【００３５】
　図８に示すように、ＵＥ（Ｘ）２ｘは、生成したメッセージをＲＡＮ１１ａ、ＥＰＣ１
２ａ、ＩＭＳ１３ａ及び中継装置３２を介してＳＭＳＣ１５ａへ送信する。このとき、中
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継装置３２は、図１１に示すように、ＩＭＳ１３ａから受信したメッセージのＲＰ－ＤＡ
部を、該メッセージの送信先であるＵＥ（Ｘ）２ｘに対応する携帯電話番号に変換してＳ
ＭＳＣ１５ａへ送信する。
　ＳＭＳＣ１５ａは、中継装置３２から受信したメッセージを、ＴＰＤＵ部のＤｓｔ．Ａ
ｄｄｒｅｓｓ部に設定されたＵＥ（Ｚ）２ｚの携帯電話番号に基づき、該ＵＥ（Ｚ）２ｚ
を収容する通信エリアを管理対象とするＩＰＳＭＧＷ１６に送信する。ＩＰＳＭＧＷ１６
は、ＳＭＳＣ１５ａから受信したメッセージを、携帯電話網１０Ｂ内のＩＭＳ１３ｂ、Ｅ
ＰＣ１２ｂ及びＲＡＮ１１ｂを介してＵＥ（Ｚ）２ｚへ送信する。
【００３６】
　一方、ＵＥ（Ｘ）２ｘが携帯電話網１０Ａとの接続に失敗し、図９に示すようにサーバ
３１を介してＵＥ（Ｚ）２ｚへメッセージを送信する場合、ＵＥ（Ｘ）２ｘは、図１２に
示すようなメッセージ（ＳＭＳメッセージ）を作成してサーバ３１へ送信する。
　図１２に示すように、サーバ３１を介してＵＥ（Ｘ）２ｘからＵＥ（Ｚ）２ｚにメッセ
ージを送信する場合、ＵＥ（Ｘ）２ｘが作成するメッセージには、Ｄｓｔ．Ａｄｄｒｅｓ
ｓ（Destination Address）部、Ｏｒｇ．Ａｄｄｒｅｓｓ（Origination Address）部及び
Ｃｏｎｔｅｎｔｓ部を含む。Ｃｏｎｔｅｎｔｓ部は、Ｈｅａｄｅｒ部、Ｄｓｔ．Ａｄｄｒ
ｅｓｓ部、Ｏｒｇ．Ａｄｄｒｅｓｓ部及びＤａｔａ部を備える。
【００３７】
　ＵＥ（Ｘ）２ｘがサーバ３１を介してＵＥ（Ｚ）２ｚにメッセージを送信する場合、Ｕ
Ｅ（Ｘ）２ｘは、図１２に示すように、Ｄｓｔ．Ａｄｄｒｅｓｓ部に中継装置３２のネッ
トワーク上のアドレスを設定する。また、ＵＥ（Ｘ）２ｘは、Ｏｒｇ．Ａｄｄｒｅｓｓ部
にメッセージの送信元であるＵＥ（Ｘ）２ｘのユーザネーム（ＸのＵｓｅｒ－Ｎａｍｅ）
を設定する。また、ＵＥ（Ｘ）２ｘは、Ｃｏｎｔｅｎｔｓ部のＨｅａｄｅｒ部に「Ｓｕｂ
ｍｉｔ」を設定し、Ｄｅｓ．Ａｄｄｒｅｓｓ部にメッセージの送信先であるＵＥ（Ｚ）２
ｚの携帯電話番号を設定する。また、ＵＥ（Ｘ）２ｘは、Ｃｏｎｔｅｎｔｓ部のＤａｔａ
部にメッセージの本文（ショートメッセージ）を格納する。Ｃｏｎｔｅｎｔｓ部のＯｒｇ
．Ａｄｄｒｅｓｓ部は未設定（－）とする。
【００３８】
　図９に示すように、ＵＥ（Ｘ）２ｘが生成したメッセージをサーバ３１に送信すると、
サーバ３１は、ＵＥ（Ｘ）２ｘから受信したメッセージの送信先が中継装置３１であるた
め、そのメッセージを中継装置３１に転送する。
　中継装置３２は、サーバ３１から受信したメッセージを、図１１に示したメッセージに
変換する。すなわち、Ｏｒｇ．Ａｄｄｒｅｓｓ部をＵＥ（Ｘ）２ｘに対応する電話番号に
変換し、Ｄｓｔ．Ａｄｄｒｅｓｓ部をＳＭＳＣ１５ａのＳＭＳＣアドレスに変換する。ま
た、Ｃｏｎｔｅｎｔｓ部をＴＰＤＵ（Transmission Protocol Data Unit）フォーマット
に変換する。中継装置３２は、変換後のメッセージをＳＭＳＣ１５ａへ送信する。
　ＳＭＳＣ１５ａは、中継装置３２から受信したメッセージを、ＴＰＤＵ部のＤｓｔ．Ａ
ｄｄｒｅｓｓ部に設定されたＵＥ（Ｚ）２ｚの携帯電話番号に基づき、該ＵＥ（Ｚ）２ｚ
を収容する携帯電話網１０ＢのＩＰＳＭＧＷ１６に送信する。ＩＰＳＭＧＷ１６は、ＳＭ
ＳＣ１５ａから受信したメッセージを、携帯電話網１０Ｂ内のＩＭＳ１３ｂ、ＥＰＣ１２
ｂ及びＲＡＮ１１ｂを介してＵＥ（Ｚ）２ｚへ送信する。
【００３９】
　次に、ＵＥ（Ｚ）２ｚからＵＥ（Ｘ）２ｘにメッセージを送信する場合の動作について
図面を用いて説明する。
　ＵＥ（Ｚ）２ｚからＵＥ（Ｘ）２ｘにメッセージを送信する場合、図１３に示すように
携帯電話網１０Ｂ及び１０Ａを介して送信する場合と、図１４に示すようにサーバ３１を
介して送信する場合とがある。
【００４０】
　図１３は、図１に示した携帯電話網に在圏するＵＥ（Ｚ）からＵＥ（Ｘ）へメッセージ
を送信する様子を示す模式図である。図１４は、図１に示した携帯電話網に在圏するＵＥ
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（Ｚ）からＩＰ網に在圏するＵＥ（Ｘ）へメッセージを送信する様子を示す模式図である
。図１５は、図１３に示したＩＰＳＭＧＷが作成するメッセージのフォーマットの一例を
示す模式図である。図１６は、図１３に示した中継装置が図１５に示したメッセージから
変換するメッセージのフォーマットの一例を示す模式図である。図１７は、図１４に示し
た中継装置が図１５に示したメッセージから変換するメッセージのフォーマットの一例を
示す模式図である。
【００４１】
　図１３に示すように携帯電話網１０Ｂ及び１０Ａを介してＵＥ（Ｘ）２ｘにメッセージ
を送信する場合、ＵＥ（Ｚ）２ｚは、図１０に示したＵＥ（Ｘ）と同様のメッセージを作
成してＲＡＮ１１ｂに送信する。但し、ＵＥ（Ｚ）２ｚは、ＴＰＤＵ部のＨｅａｄｅｒ部
に「Ｄｅｌｉｖｅｒ」を設定する。また、ＵＥ（Ｚ）２ｚは、ＲＰ－ＤＡ部に該メッセー
ジの送信先であるＵＥ（Ｘ）２ｘの携帯電話番号を設定し、ＴＰＤＵ部のＯｒｇ．Ａｄｄ
ｒｅｓｓ部にメッセージの送信元であるＵＥ（Ｚ）２ｚの携帯電話番号を設定する。ＴＰ
ＤＵ部のＤｓｔ．Ａｄｄｒｅｓｓ部は未設定（－）とする。
【００４２】
　図１３に示すように、ＵＥ（Ｚ）２ｚが生成したメッセージをＲＡＮ１１ｂ、ＥＰＣ１
２ｂ及びＩＭＳ１３ｂを介してＩＰＳＭＧＷ１６へ送信する。
　ＩＰＳＭＧＷ１６は、ＵＥ（Ｚ）２ｚから受け取ったメッセージのフォーマットを図１
５に示すフォーマットへ変換し（ＲＰ－ＯＡ部にＳＭＳＣアドレスを設定する）、ＳＭＳ
Ｃ１５ｂへ送信する。
　ＳＭＳＣ１５ｂは、ＵＥ（Ｘ）２ｘを送信先とするＳＭＳメッセージをＩＰＳＭＧＷ１
６から受信すると、該ＵＥ（Ｘ）２ｘを収容する携帯電話網１０のＨＬＲ／ＨＳＳ１４ａ
を参照し、該ＳＭＳメッセージの送信（配信）先を特定する。
　ＨＬＲ／ＨＳＳ１４ａには、ＵＥ（Ｘ）２ｘの加入者情報に対応して、該ＵＥ（Ｘ）２
ｘを収容する中継装置３２の識別情報が記憶されている。そのため、ＳＭＳＣ１５ｂは、
所定のプロトコル（例えば、ＭＡＰ）を用いて、中継装置３２にＵＥ（Ｘ）２ｘを送信先
とするメッセージの送信を要求すると共に、該メッセージを中継装置３２に送信する。
【００４３】
　中継装置３２は、ＵＥ（Ｘ）２ｘを送信先とするメッセージの送信をＳＭＳＣ１５ｂか
ら要求されると、所定のプロトコル（例えば、ＩＰ）を用いて携帯電網１０Ａ内のＩＭＳ
１３ａ、ＥＰＣ１２ａ及びＲＡＮ１１ａを介して該メッセージをＵＥ（Ｘ）２ｘへ送信す
る。このとき、中継装置３２は、ＳＭＳＣ１５ｂから受信したメッセージを、図１６に示
すメッセージに変換する。すなわち、ＲＰ－ＤＡ部を未設定（－）とする。
【００４４】
　一方、ＵＥ（Ｘ）２ｘが携帯電話網１０Ａとの接続に失敗している場合、中継装置３２
は、図１４に示すようにサーバ３１を介してＵＥ（Ｘ）２ｘへメッセージを送信する。こ
のとき、中継装置３２は、ＳＭＳＣ１５ｂから受信したメッセージを、図１５に示したフ
ォーマットから図１７に示すフォーマットに変換する。すなわち、Ｄｓｔ，Ａｄｄｒｅｓ
ｓ部を、メッセージの送信先であるＵＥ（Ｘ）２ｘのユーザネーム（ＸのＵｓｅｒ－Ｎａ
ｍｅ）に変換する。
【００４５】
　次に、本発明の通信システム１の詳細な動作について、図１８～図２３に示すシーケン
ス図を用いて説明する。
　図１８は、図１に示したＩＰ網に在圏するＵＥ（Ｘ）からＵＥ（Ｙ）へメッセージを送
信する場合の動作を示すシーケンス図である。図１９は、図１に示したＩＰ網に在圏する
ＵＥ（Ｙ）からＵＥ（Ｘ）へメッセージを送信する場合の動作を示すシーケンス図である
。図２０は、図１に示した携帯電話網に在圏するＵＥ（Ｘ）からＵＥ（Ｚ）へメッセージ
を送信する場合の動作を示すシーケンス図である。図２１は、図１に示したＩＰ網に在圏
するＵＥ（Ｘ）からＵＥ（Ｚ）へメッセージを送信する場合の動作を示すシーケンス図で
ある。図２２は、図１に示した携帯電話網に在圏するＵＥ（Ｚ）から携帯電話網に在圏す
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るＵＥ（Ｘ）へメッセージを送信する場合の動作を示すシーケンス図である。図２３は、
図１に示した携帯電話網に在圏するＵＥ（Ｚ）からＩＰ網に在圏するＵＥ（Ｘ）へメッセ
ージを送信する場合の動作を示すシーケンス図である。
【００４６】
　まず、ＩＰ網２０内のＵＥ２間でメッセージを送受信する場合の動作について図面を用
いて説明する。
　図１８に示すように、ＵＥ（Ｘ）２ｘがＵＥ（Ｙ）２ｙにメッセージを送信する場合、
ＵＥ（Ｘ）２ｘは、図５に示したフォーマットでメッセージを作成し、該メッセージをサ
ーバ３１へ送信する（ステップＳ１０１）。サーバ３１は、ＵＥ（Ｘ）２ｘからメッセー
ジを受信すると、そのＤｓｔ．Ａｄｄｒｅｓｓ部の設定値から該メッセージの送信先を特
定する。そして、プッシュ（Push）型でメッセージを送信する場合は、送信先であるＵＥ
（Ｙ）２ｙに直ちにメッセージを送信する（ステップＳ１０２）。ＵＥ（Ｙ）２ｙは、サ
ーバ３１からメッセージを受信すると、その受信応答をサーバ３１へ返信する（ステップ
Ｓ１０３）。一方、プル（Pull）型でメッセージを送信する場合、サーバ３１は、ＵＥ（
Ｙ）２ｙからメッセージの送信要求を受信すると（ステップＳ１０４）、ＵＥ（Ｘ）２ｘ
から受信したメッセージをＵＥ（Ｙ）２ｙへ送信する（ステップＳ１０５）。サーバ３１
は、ＵＥ（Ｙ）２ｙに対するメッセージの送信が完了すると、その旨を示すメッセージを
ＵＥ（Ｘ）２ｘへ送信する（ステップＳ１０６）。
【００４７】
　図１９に示すように、ＵＥ（Ｙ）２ｙがＵＥ（Ｘ）２ｘにメッセージを送信する場合、
ＵＥ（Ｙ）２ｙは、図７に示したフォーマットでメッセージを作成し、該メッセージをサ
ーバ３１へ送信する（ステップＳ２０１）。サーバ３１は、ＵＥ（Ｙ）２ｙからメッセー
ジを受信すると、そのＤｓｔ．Ａｄｄｒｅｓｓ部の設定値から該メッセージの送信先を特
定する。そして、プッシュ（Push）型でメッセージを送信する場合は、送信先であるＵＥ
（Ｘ）２ｘに直ちにメッセージを送信する（ステップＳ２０２）。ＵＥ（Ｘ）２ｘは、サ
ーバ３１からメッセージを受信すると、その受信応答をサーバ３１へ返信する（ステップ
Ｓ２０３）。一方、プル（Pull）型でメッセージを送信する場合、サーバ３１は、ＵＥ（
Ｘ）２からメッセージの送信要求を受信すると（ステップＳ２０４）、ＵＥ（Ｙ）２ｙか
ら受信したメッセージをＵＥ（Ｘ）２ｘへ送信する（ステップＳ２０５）。サーバ３１は
、ＵＥ（Ｘ）２ｘに対するメッセージの送信が完了すると、その旨を示すメッセージをＵ
Ｅ（Ｙ）２ｙへ送信する（ステップＳ２０６）。
【００４８】
　図２０に示すように、ＵＥ（Ｘ）２ｘが携帯電話網１０Ａ及び１０Ｂを介してＵＥ（Ｚ
）２ｚにメッセージを送信する場合、ＵＥ（Ｘ）２ｘはショートメッセージサービスリレ
ープロトコルにより中継装置３２へデータ（メッセージ）を送信する（ステップＳ３０１
）。具体的には、ＵＥ（Ｘ）２ｘは、図１０に示したフォーマットから成るメッセージで
あるＭＳＧ（ＲＰ－ＭＯ－ＤＡＴＡ）（Short Message Relay Layer Protocol-Mobile Or
iented）を生成し、該ＭＳＧ（ＲＰ－ＭＯ－ＤＡＴＡ）を、ＩＭＳ１３ａを介して中継装
置３２へ送信する。
　中継装置３２は、ＵＥ（Ｚ）２ｚを送信先とするＭＳＧ（ＲＰ－ＭＯ－ＤＡＴＡ）をＩ
ＭＳ１３ａから受信すると、リクエストは受理したが処理は完了していないことを示すＳ
ＩＰメッセージである「２０２（Accepted）」を、ＩＭＳ１３ａを介してＵＥ（Ｘ）２ｘ
に返信する（ステップＳ３０２）。また、中継装置３２は、図１１に示したフォーマット
から成るメッセージであるＭＡＰ－ＭＯｆｏｒｗａｒｄＳＭ（MAP-Mobile Originated Po
int-to-Point forward Short Message）をＳＭＳＣ１５ａに送信する（ステップＳ３０３
）。
【００４９】
　ＳＭＳＣ１５ａは、ＭＡＰ－ＭＯｆｏｒｗａｒｄＳＭを受信すると、その受信応答を中
継装置３２に送信する（ステップＳ３０４）。中継装置３２は、ＳＭＳＣ１５ａから受信
応答を受け取ると、該受信応答（ＭＳＧ（ＲＰ－ＡＣＫ）（RP-Acknowledge））を、ＩＭ
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Ｓ１３ａを介してＵＥ（Ｘ）２ｘへ送信する（ステップＳ３０５）。ＵＥ（Ｘ）２ｘは、
リクエストが成功したことを示すＳＩＰメッセージである「２００（OK）」を、ＩＭＳ１
３ａを介して中継装置３２へ送信する（ステップＳ３０６）。
【００５０】
　また、ＳＭＳＣ１５ａは、ＭＡＰ－ＭＯｆｏｒｗａｒｄＳＭを受信すると、ＳＭＳメッ
セージのルーティング情報を要求するＭＡＰ－ＳＲＩ（Send Routing Information）ｆｏ
ｒＳＭを、ＵＥ（Ｚ）２ｚが位置登録されているＨＬＲ／ＨＳＳ１４ｂに送信する（ステ
ップＳ３０７）。ＨＬＲ／ＨＳＳ１４ｂは、ＭＡＰ－ＳＲＩｆｏｒＳＭをＳＭＳＣ１５ａ
から受信すると、ルーティング情報を含む受信応答をＳＭＳＣ１５ａに送信する（ステッ
プＳ３０８）。
【００５１】
　ＳＭＳＣ１５ａは、ＨＬＲ／ＨＳＳ１４ｂからルーティング情報を取得すると、該ルー
ティング情報に基づいて、ＵＥ（Ｚ）２ｚへＳＭＳメッセージを配信するためのＭＡＰ－
ＭＴ（Mobile Terminated）ｆｏｒｗａｒｄＳＭをＩＰＳＭＧＷ１６に送信する（ステッ
プＳ３０９）。ＩＰＳＭＧＷ１６は、ＳＭＳＣ１５ａから配信されたＳＭＳメッセージを
、ショートメッセージサービスリレープロトコルによりＵＥ（Ｚ）２ｚに送信する（ステ
ップＳ３１０）。具体的には、ＩＰＳＭＧＷ１６は、図１５に示したフォーマットから成
るメッセージであるＭＳＧ（ＲＰ－ＭＴ－ＤＡＴＡ）（Short Message Relay Layer Prot
ocol-Mobile Terminated）を生成し、該メッセージを、ＩＭＳ１３ｂを介してＵＥ（Ｚ）
２ｚに送信する。ここで、プッシュ（Push）型でメッセージを送信する場合は、送信先で
あるＵＥ（Ｚ）２ｚに直ちにメッセージを送信し、ＵＥ（Ｚ）２ｘはその受信応答をＩＰ
ＳＭＧＷ１６へ返信する。一方、プル（Pull）型でメッセージを送信する場合、ＩＰＳＭ
ＧＷ１６は、ＵＥ（Ｚ）２ｚからのメッセージの送信要求に応じてメッセージをＵＥ（Ｚ
）２ｚへ送信する。
　ＩＰＳＭＧＷ１６は、ＳＭＳメッセージの配信が完了すると、その旨を示すメッセージ
をＳＭＳＣ１５ａへ送信する（ステップＳ３１１）。
【００５２】
　図２１に示すように、ＵＥ（Ｘ）２ｘがサーバ３１を介してＵＥ（Ｚ）２ｚにメッセー
ジを送信する場合、ＵＥ（Ｘ）２ｘは、図１２に示したフォーマットから成るメッセージ
を生成し、該メッセージを、サーバ３１へ送信する（ステップＳ４０１）。サーバ３１は
、ＵＥ（Ｘ）２ｘから受信したメッセージのＤｅｔ．Ａｄｄｒｅｓｓ部の設定値から該メ
ッセージを中継装置３２へ送信する（ステップＳ４０２）。
【００５３】
　中継装置３２は、ＵＥ（Ｚ）２ｚを送信先とするメッセージをサーバ３１から受信する
と、図１１に示したフォーマットから成るメッセージであるＭＡＰ－ＭＯｆｏｒｗａｒｄ
ＳＭをＳＭＳＣ１５ａに送信する（ステップＳ４０３）。
　ＳＭＳＣ１５ａは、ＭＡＰ－ＭＯｆｏｒｗａｒｄＳＭを受信すると、その受信応答を中
継装置３２に送信する（ステップＳ４０４）。中継装置３２は、ＳＭＳＣ１５ａから受信
応答を受け取ると、該受信応答をサーバ３１に送信する（ステップＳ４０５）。サーバ３
１は、ＵＥ（Ｘ）２ｘに該受信応答を転送する（ステップＳ４０６）。
【００５４】
　以降、図２０に示した動作と同様に、ＳＭＳＣ１５ａは、ＳＭＳメッセージのルーティ
ング情報を要求するＭＡＰ－ＳＲＩｆｏｒＳＭを、ＵＥ（Ｚ）２ｚが位置登録されている
ＨＬＲ／ＨＳＳ１４ｂに送信し（ステップＳ３０７）、ＨＬＲ／ＨＳＳ１４ｂからルーテ
ィング情報を取得する（ステップＳ３０８）。
　また、ＳＭＳＣ１５ａは、ＨＬＲ／ＨＳＳ１４ｂからルーティング情報を取得すると、
該ルーティング情報に基づいて、ＵＥ（Ｚ）２ｚへＳＭＳメッセージを配信するためのＭ
ＡＰ－ＭＴｆｏｒｗａｒｄＳＭをＩＰＳＭＧＷ１６に送信する（ステップＳ３０９）。Ｉ
ＰＳＭＧＷ１６は、ＳＭＳＣ１５ａから配信されたＳＭＳメッセージを、ショートメッセ
ージサービスリレープロトコルによりＵＥ（Ｚ）２ｚに送信する（ステップＳ３１０）。
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ＩＰＳＭＧＷ１６は、ＳＭＳメッセージの配信が完了すると、その旨を示すメッセージを
ＳＭＳＣ１５ａへ送信する（ステップＳ３１１）。
【００５５】
　図２２に示すように、ＵＥ（Ｚ）２ｚから携帯電話網１０Ｂ及び１０Ａを介してＵＥ（
Ｘ）２ｘにメッセージを送信する場合、ＵＥ（Ｚ）２ｚは、図１０に示したフォーマット
と同様のフォーマットから成るＭＳＧ（ＲＰ－ＭＯ－ＤＡＴＡ）を生成し、該ＭＳＧ（Ｒ
Ｐ－ＭＯ－ＤＡＴＡ）を、ＩＭＳ１３ｂを介してＩＰＳＭＧＷ１６へ送信する（ステップ
Ｓ５０１）。
　上述したように、ＵＥ（Ｚ）２ｚから送信されるＭＳＧ（ＲＰ－ＭＯ－ＤＡＴＡ）では
、ＴＰＤＵ部のＨｅａｄｅｒ部が「Ｄｅｌｉｖｅｒ」が設定され、Ｄｓｔ．Ａｄｄｒｅｓ
ｓ部がＵＥ（Ｘ）２ｘの携帯電話番号が設定される。また、ＴＰＤＵ部のＯｒｇ．Ａｄｄ
ｒｅｓｓ部がＵＥ（Ｚ）２ｚの携帯電話番号が設定され、ＴＰＤＵ部のＤｓｔ．Ａｄｄｒ
ｅｓｓ部は未設定（－）である。
【００５６】
　ＩＰＳＭＧＷ１６は、ＵＥ（Ｘ）２ｘを送信先とするＭＳＧ（ＲＰ－ＭＯ－ＤＡＴＡ）
をＩＭＳ１３ｂから受信すると、その受信応答を、ＩＭＳ１３ｂを介してＵＥ（Ｚ）２ｚ
へ返信する（ステップＳ５０２）。また、ＩＰＳＭＧＷ１６は、図１５に示したフォーマ
ットから成るメッセージであるＭＡＰ－ＭＯｆｏｒｗａｒｄＳＭをＳＭＳＣ１５ｂに送信
する（ステップＳ５０３）。
　ＳＭＳＣ１５ｂは、ＭＡＰ－ＭＯｆｏｒｗａｒｄＳＭを受信すると、その受信応答をＩ
ＰＳＭＧＷ１６に返信する（ステップＳ５０４）。ＩＰＳＭＧＷ１６は、ＳＭＳＣ１５ｂ
から受信応答を受け取ると、該受信応答を、ＩＭＳ１３ｂを介してＵＥ（Ｚ）２ｚへ送信
する（ステップＳ５０５）。ＵＥ（Ｚ）２ｚは、ＳＭＳメッセージの送信が完了すると、
その旨を示すメッセージを、ＩＭＳ１３ｂを介してＳＭＳＣ１５ｂへ送信する（ステップ
Ｓ５０６）。
【００５７】
　また、ＳＭＳＣ１５ｂは、ＭＡＰ－ＭＯｆｏｒｗａｒｄＳＭを受信すると、ＳＭＳメッ
セージのルーティング情報を要求するＭＡＰ－ＳＲＩ（Send Routing Information）ｆｏ
ｒＳＭを、ＵＥ（Ｘ）２ｘが位置登録されているＨＬＲ／ＨＳＳ１４ａに送信する（ステ
ップＳ５０７）。ＨＬＲ／ＨＳＳ１４ａは、ＭＡＰ－ＳＲＩｆｏｒＳＭをＳＭＳＣ１５ｂ
から受信すると、ルーティング情報を含む受信応答をＳＭＳＣ１５ｂに送信する（ステッ
プＳ５０８）。
　ＳＭＳＣ１５ｂは、ＨＬＲ／ＨＳＳ１４ａからルーティング情報を取得すると、該ルー
ティング情報に基づいて、ＵＥ（Ｘ）２ｘへＳＭＳメッセージを配信するためのＭＡＰ－
ＭＴｆｏｒｗａｒｄＳＭを中継装置３２に送信する（ステップＳ５０９）。中継装置３２
は、ＳＭＳＣ１５ｂから配信されたＳＭＳメッセージを、ショートメッセージサービスリ
レープロトコルによりＵＥ（Ｘ）２ｘに送信する（ステップＳ５１０）。具体的には、中
継装置３２は、図１６に示したフォーマットから成るメッセージであるＭＳＧ（ＲＰ－Ｍ
Ｔ－ＤＡＴＡ）を生成し、該メッセージを、ＩＭＳ１３ａを介してＵＥ（Ｘ）２ｘに送信
する。
【００５８】
　ＵＥ（Ｘ）２ｘは、ＭＳＧ（ＲＰ－ＭＴ－ＤＡＴＡ）をＩＭＳ１３ａから受信すると、
リクエストは受理したが処理は完了していないことを示すＳＩＰメッセージである「２０
２（Accepted）」を、ＩＭＳ１３ａを介して中継装置３２に返信する（ステップＳ５１１
）。また、ＵＥ（Ｘ）２ｘは、ＭＳＧ（ＲＰ－ＭＴ－ＤＡＴＡ）を受信すると、その受信
応答（ＭＳＧ（ＲＰ－ＡＣＫ））を中継装置３２に返信する（ステップＳ５１２）。
　中継装置３２は、ＭＳＧ（ＲＰ－ＡＣＫ）を受信すると、リクエストが成功したことを
示すＳＩＰメッセージである「２００（OK）」を、ＩＭＳ１３ａを介してＵＥ（Ｘ）２ｘ
へ送信する（ステップＳ５１３）。最後に、中継装置３２は、ＳＭＳメッセージの配信が
完了すると、その旨を示すメッセージをＳＭＳＣ１５ｂへ送信する（ステップＳ５１４）
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。
【００５９】
　図２３に示すように、ＵＥ（Ｚ）２ｚからサーバ３１を介してＵＥ（Ｘ）２ｘにメッセ
ージを送信する場合、図２２に示した動作と同様に、ＵＥ（Ｚ）２ｚは、図１０に示した
フォーマットから成るＭＳＧ（ＲＰ－ＭＯ－ＤＡＴＡ）を生成し、該ＭＳＧ（ＲＰ－ＭＯ
－ＤＡＴＡ）を、ＩＭＳ１３ｂを介してＩＰＳＭＧＷ１６へ送信する（ステップＳ５０１
）。
　ＩＰＳＭＧＷ１６は、ＵＥ（Ｘ）２ｘを送信先とするＭＳＧ（ＲＰ－ＭＯ－ＤＡＴＡ）
をＩＭＳ１３ｂから受信すると、その受信応答を、ＩＭＳ１３ｂを介してＵＥ（Ｚ）２ｚ
へ返信する（ステップＳ５０２）。また、ＩＰＳＭＧＷ１６は、図１５に示したフォーマ
ットから成るメッセージであるＭＡＰ－ＭＯｆｏｒｗａｒｄＳＭをＳＭＳＣ１５ｂに送信
する（ステップＳ５０３）。
【００６０】
　ＳＭＳＣ１５ｂは、ＭＡＰ－ＭＯｆｏｒｗａｒｄＳＭを受信すると、その受信応答をＩ
ＰＳＭＧＷ１６に返信する（ステップＳ５０４）。ＩＰＳＭＧＷ１６は、ＳＭＳＣ１５ｂ
から受信応答を受け取ると、該受信応答を、ＩＭＳ１３ｂを介してＵＥ（Ｚ）２ｚへ送信
する（ステップＳ５０５）。ＵＥ（Ｚ）２ｚは、ＳＭＳメッセージの送信が完了すると、
その旨を示すメッセージを、ＩＭＳ１３ｂを介してＳＭＳＣ１５ｂへ送信する（ステップ
Ｓ５０６）。
　また、ＳＭＳＣ１５ｂは、ＭＡＰ－ＭＯｆｏｒｗａｒｄＳＭを受信すると、ＳＭＳメッ
セージのルーティング情報を要求するＭＡＰ－ＳＲＩ（Send Routing Information）ｆｏ
ｒＳＭを、ＵＥ（Ｘ）２ｘが位置登録されているＨＬＲ／ＨＳＳ１４ａに送信する（ステ
ップＳ５０７）。ＨＬＲ／ＨＳＳ１４ａは、ＭＡＰ－ＳＲＩｆｏｒＳＭをＳＭＳＣ１５ｂ
から受信すると、ルーティング情報を含む受信応答をＳＭＳＣ１５ｂに送信する（ステッ
プＳ５０８）。
　ＳＭＳＣ１５ｂは、ＨＬＲ／ＨＳＳ１４ａからルーティング情報を取得すると、該ルー
ティング情報に基づいて、ＵＥ（Ｘ）２ｘへＳＭＳメッセージを配信するためのＭＡＰ－
ＭＴｆｏｒｗａｒｄＳＭを中継装置３２に送信する（ステップＳ５０９）。
【００６１】
　中継装置３２は、ＳＭＳＣ１５ｂから配信されたＳＭＳメッセージを、図１７に示した
フォーマットのメッセージに変換し、該変換後のメッセージをサーバ３１へ送信する（ス
テップＳ６０１）。サーバ３１は、中継装置３２から受信したメッセージのＤｓｔ．Ａｄ
ｄｒｅｓｓ部の設定値から該メッセージをＵＥ（Ｘ）２ｘへ送信する。
　ここで、プッシュ（Push）型でメッセージを送信する場合、サーバ３１は、送信先であ
るＵＥ（Ｘ）２ｘに直ちにメッセージを送信し（ステップＳ６０２）、ＵＥ（Ｘ）２ｘは
その受信応答をサーバ３１へ返信する（ステップＳ６０３）。一方、プル（Pull）型でメ
ッセージを送信する場合、サーバ３１は、ＵＥ（Ｘ）２ｘからの送信要求（ステップＳ６
０４）に応じてメッセージをＵＥ（Ｘ）２ｘへ送信する（ステップＳ６０５）。
　サーバ３１は、ＳＭＳメッセージの配信が完了すると、その旨を示すメッセージを、中
継装置３２へ送信し（ステップＳ６０６）、中継装置３２は、該メッセージをＳＭＳＣ１
５ｂへ送信する（ステップＳ６０７）。
【００６２】
　以上説明したように、本発明では、携帯電話網１０Ａと携帯電話網ではないＩＰ網２０
とを含むネットワークに、ＩＰＳＭＧＷ１６の機能と共に、サーバ３１を介してメッセー
ジが送受信される場合に、その配信経路をＩＰ網２０に切り替えるゲートウェイとしての
機能を備える中継装置３２を備える。そのため、携帯電話網１０Ａまたは携帯電話網では
ないＩＰ網２０に接続可能なＵＥ２は、携帯電話網１０Ａと接続できない場合でもＩＰ網
２０を介してメッセージを送受信できる。そのため、メッセージの送受信ができないとい
った通信障害の発生が抑制される。
【００６３】
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　また、中継装置３１は、携帯電話網１０ＢにおけるＩＰＳＭＧＷ１６と同様に、ＳＭＳ
Ｃ１５とＩＭＳ１３間に配置される。そのため、ＩＭＳ１３を介在することなく、携帯電
話網１０Ａに接続できないＵＥ２と携帯電話網１０Ａに接続できるＵＥ２との間でメッセ
ージの送受信が可能になる。
　さらに、ＩＭＳ１３、ＨＬＲ／ＨＳＳ１４及びＳＭＳＣ１５は、中継装置３２が既存の
ＩＰＳＭＧＷ１６と同様に見える。そのため、ＩＭＳ１３、ＨＬＲ／ＨＳＳ１４及びＳＭ
ＳＣ１５等の既設のノードの改修が不要であり、既存の通信システムに対する影響を低減
できる。
【００６４】
　なお、本発明の各ノードにおいて実行される方法は、プログラムにしたがって処理を実
行するコンピュータに実行させてもよい。そのプログラムを記憶媒体に格納することも可
能であり、ネットワークを介して外部に提供することも可能である。
【符号の説明】
【００６５】
　１　　通信システム
　２　　ＵＥ
　１０　　携帯電話網
　１１　　ＲＡＮ
　１２　　ＥＰＣ
　１３　　ＩＭＳ
　１４　　ＨＬＲ／ＨＳＳ
　１６　　ＩＰＳＭＧＷ
　１５　　ＳＭＳＣ
　３１　　サーバ
　３２　　中継装置
　３１２　　中継装置側通信部
　３１３　　転送部
　３１４　　ＵＥ側通信部
　３２１　　サーバ側通信部
　３２２　　ＨＬＲ／ＨＳＳ側通信部
　３２３　　ＩＭＳ側通信部
　３２４　　ＳＭＳＣ側通信部
　３２５　　制御部
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