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(57)【要約】
　携帯電話からインターネットプロトコルネットワーク
上のアドレスを有する装置へとSMSおよびMMSメッセージ
を送達する方法及びシステムが提供される。本発明の実
施形態において、ＩＰアドレス及びメディアアクセスコ
ントロール（ＭＡＣ）アドレスを有する装置がネットワ
ークルータ上で登録され、電話番号が、ルータ上の登録
された装置に関連付けられ、これにより、装置に関連付
けられた電話番号のためのSMS又はMMSメッセージをルー
タが受信すると、ルータは、装置のIPアドレスを検索し
、メッセージを装置へとルーティングする。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１の携帯電話と、ＩＰアドレス及びメディアアクセスコントロール（ＭＡＣ
）アドレスを有する少なくとも１の装置との間の通信をルーティングする方法であって、
　前記方法は、
　少なくとも１の装置を、ネットワークルータ上で登録する工程と、電話番号を前記少な
くとも１のルータ上の登録された装置に割り当てる工程と、
　電話番号に対して向けられたメッセージをネットワークルータで受信する工程と、前記
装置の前記ＩＰアドレス及び前記ＭＡＣアドレスを、選択基準として電話番号を用いて検
索する工程と、
　前記メッセージを前記装置の前記ＩＰアドレス及び前記ＭＡＣアドレスにルーティング
する工程を備え、該工程により、前記メッセージを、少なくとも１の携帯電話から前記Ｉ
Ｐアドレス及び前記ＭＡＣアドレスを有する少なくとも１の装置へと送達することを特徴
とする、方法。
【請求項２】
　前記メッセージは、少なくとも１のマルチメディアメッセージサービス（MMS）メッセ
ージと、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージと、ＸＭＰＰプロトコル又は
ＳＩＭＰＬＥプロトコルを用いて送信されるインスタントメッセージングフォーマットの
メッセージを備え、
　前記メッセージの種類は、音声、画像及びビデオからなる群から選択される少なくとも
１であることを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記メッセージを、テレビ、コードレスＤＥＣＴ電話、ビデオゲームコンソール及びパ
ーソナルコンピュータの少なくとも１へと送達する工程をさらに備え、
　前記メッセージは任意で複数の装置へと送達されることを特徴とする、請求項１記載の
方法。
【請求項４】
　前記携帯電話は、免許不要モバイルアクセス（ＵＭＡ）の利用可能な電話、免許不要モ
バイルアクセス（ＵＭＡ）の利用可能な個人データ補助装置（ＰＤＡ）及び拡張コードレ
ス電話（ＤＥＣＴ）ベースの電話又は装置の少なくとも１を備えることを特徴とする、請
求項１記載の方法。
【請求項５】
　複数のメッセージのフォーマットを複数の装置から及びへと送信及び受信するとともに
インスタントメッセージングセッションにおける送信された又は受信されたメッセージを
表示することにより、前記メッセージを送達及び受信する工程と、インスタントメッセー
ジングセッションにおいて前記メッセージを表示する工程をさらに備え、少なくとも１の
参加者が携帯電話装置により通信し、少なくとも１の参加者がインターネット装置により
通信することを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　統合メッセージングサーバによりメッセージを送達及び受信する工程を更に備え、前記
統合メッセージングサーバは、前記メッセージを複数の装置及び複数の種類の装置へ及び
から送信及び受信し、前記メッセージフォーマットをＳＭＳ、ＭＭＳ、インスタントメッ
セージ、インスタントメッセージのための一般的プロファイル（CPIM）、APEX、インスタ
ントメッセージングエクスチェンジプロトコル、プレゼンスとインスタントメッセージン
グプロトコル、ボイスオーバーインターネットプロトコル、XMPP及びインスタントメッセ
ージング及びプレゼンスレバレージングエクステンションのためのSIP（SIMPLE）からな
る群から選択された少なくとも１のフォーマットから及びへと、変換することを特徴とす
る、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　携帯電話からのメッセージを、インターネットプロトコル（ＩＰ）及びメディアアクセ
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スコントロール（ＭＡＣ）アドレスを有する少なくとも１の装置へと送達するシステムで
あって、前記システムは、
　電話番号を、少なくとも１の装置のＭＡＣアドレス及びＩＰアドレスに登録及び割り当
てるためのテーブルを備えるネットワークルータと、
　前記ルータから前記メッセージを前記装置へと移送するための、無線ネットワーク、ケ
ーブルネットワーク、ＤＳＬネットワーク、電話会社のネットワーク、ＤＳＬネットワー
ク及び無線ネットワークの組合せ、電話会社ネットワークと無線ネットワークとの組合せ
、及びケーブルネットワークと無線ネットワークとの組合せからなる群から選択される少
なくとも１のローカルエリアネットワークと、
　前記ローカルエリアネットワークと前記インターネットを接続するためのインターネッ
ト接続を備え、
　前記システムは、前記メッセージを、前記少なくとも１の携帯電話から、前記電話番号
に関連付けられたＩＰアドレス及びＭＡＣアドレスを有する少なくとも１の装置へと送達
することを特徴とする、システム。
【請求項８】
　前記装置はルータであり、前記メッセージは前記ルータに接続された装置へと送達され
ることを特徴とする、請求項７記載のシステム。
【請求項９】
　前記メッセージは、ＸＭＰＰプロトコル又はＳＩＭＰＬＥプロトコルを用いて送信され
るマルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）メッセージ、ショートメッセージサービ
ス（ＳＭＳ）メッセージ及びインスタントメッセージングフォーマットのメッセージから
なる群から選択され、前記メッセージの種類は、音声メッセージ、画像メッセージ及びビ
デオメッセージの少なくとも１を備えることを特徴とする、請求項７記載のシステム。
【請求項１０】
　前記携帯電話は、少なくとも１の免許不要モバイルアクセス（ＵＭＡ）の利用可能な電
話、ＤＥＣＴ電話及び免許不要モバイルアクセス（ＵＭＡ）の利用可能な個人データ補助
装置（ＰＤＡ）の少なくとも１を備えることを特徴とする、請求項７記載のシステム。
【請求項１１】
　前記メッセージを受信する複数の電話番号にアクセスされる、少なくとも１のソーシャ
ルネットワーキングプロファイルをさらに備えることを特徴とする、請求項７記載のシス
テム。
【請求項１２】
　前記メッセージは、ＳＭＳメッセージ及びＭＭＳメッセージの少なくとも１を備え、前
記システムは前記メッセージを複数の装置へと送達することを更に備えることを特徴とす
る、請求項７記載のシステム。
【請求項１３】
　前記メッセージを送達及び受信するための複数の装置をさらに備え、前記システムは、
インスタントメッセージングセッションにおいて異なるパーティからのメッセージの表示
を実行するためのモジュールをさらに備え、前記システムは、複数のメッセージフォーマ
ットを、前記複数の装置へ及びから、送信及び受信し、前記インスタントメッセージング
セッションにおいて各送信又は受信されたメッセージを表示することを特徴とする、請求
項１２記載のシステム。
【請求項１４】
　統合メッセージングサーバをさらに備え、前記統合メッセージングサーバは、前記メッ
セージを送達及び受信するとともに、前記メッセージを、複数の種類の装置及び複数の装
置へ及びから、送信及び受信するための論理回路と、前記メッセージを、ＳＭＳ、ＭＭＳ
、インスタントメッセージ、インスタントメッセージングの一般的プロファイル（ＣＰＩ
Ｍ）、ＡＰＥＸ、インスタントメッセージングエクスチェンジプロトコル、プレゼンスと
インスタントメッセージングプロトコル、ボイスオーバーインターネットプロトコル、XM
PP及びインスタントメッセージング及びプレゼンスレバレージングエクステンションのた
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めのSIP（SIMPLE）からなる群から選択された少なくとも１のフォーマットから及びへと
、変換するための論理回路を有することを特徴とする、請求項７記載のシステム。
【請求項１５】
　前記ネットワークルータは、ＳＭＳルータ、ＭＭＳルータ及びネットワークアドレス変
換（ＮＡＴ）の有線又は無線ルータの少なくとも１を任意で備え、ＩＰアドレスは、任意
で動的又は静的に割り当てられ、前記メッセージを受信する装置は、任意でテレビを備え
ることを特徴とする、請求項１記載の方法又は請求項７記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本出願は、2008年8月5日出願の「Apparatus and methods for TV social applications
」というタイトルが付された米国仮特許出願第61/137,918号、2009年3月30日出願の「SMS
 Technology for computerized Devices」というタイトルが付された米国仮特許出願第61
/164,705号、米国実用特許出願第12/534,939号、2009年8月4日出願の「Apparatus and me
thods for TV social applications」というタイトルが付されたPCT国際出願PCT/US09/52
646及び、2009年8月4日出願の「SMS Technology for Computerized Devices」というタイ
トルが付された米国実用特許出願第12/535,323号の優先権を主張し、これら全体の内容は
、本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　（分野）
　本出願は、インターネットプロトコル（IP）ネットワーク上で、携帯電話から非電話装
置へとメッセージを送達する方法及びそのシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　テキストメッセージングは、携帯電話産業の商業的成功である。携帯電話の顧客は、携
帯電話会社と契約を交わし、携帯電話でテキストメッセージの送受信を行う。テキストメ
ッセージの一般的な通信プロトコルは、ショートメッセージサービス（SMS）及びマルチ
メディアサービス（MMS）である。SMS標準は、１９８５年の連続的なGSM標準の一部とし
て定義され、これにより、ユーザは１６０文字までのメッセージを、GSM携帯電話機から
及びへと送信可能である。SMSプロトコルは、他の携帯電話のプロトコルへと拡張され、
現在では、全世界の数億の人々により使用されている。ピア主体間のSMSメッセージを交
換する共通のプロトコルは、ショートメッセージピアトゥピア（SMPP）である。
【０００４】
　テキストメッセージングにおいて、第１の携帯電話ユーザは、携帯電話のキーバッドで
テキストメッセージを入力し、メッセージを受け取る第２携帯電話ユーザの電話番号を入
力し、その後メッセージを送信する。第２ユーザの電話がテキストに対応している場合、
第２ユーザは、携帯電話ディスプレイ上のメッセージを読み、そして、テキストメッセー
ジを入力することで、返信することを選択し、第１ユーザに返信する。テキストメッセー
ジは、「r u」を「are you」の省略した言葉としてしばしば入力され、テキストメッセー
ジは、声をベースにした通話よりも優れていて、テキストメッセージを静かに読み返信す
ることが可能であるとともに、テキストメッセージのペースは両方の参加者の環境に自然
と順応するため受信者にとっては便利である。例えば、法廷にいる弁護士は、たとえ法廷
にいる場合であっても、自身の携わる訴訟に関する重要な情報を有するテキストメッセー
ジを受領することが可能であり、訴訟を継続して行い、その場で、あるいは訴訟の休憩時
間の間に、さらなる質問をつけてテキストメッセージに応答することが可能である。テキ
ストメッセージの送受信は、相対的に音がせず、メッセージの内容は、意図した受信者以
外には即座に目で確認できず、テキストメッセージングは、個別的な通信方法であり、該
方法は、幅広い範囲の状況において実用的であると人々が見出す。
【０００５】
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　MMSプロトコルは、SMSプロトコルの拡張であり、携帯電話ユーザは、テキストに加えて
、マルチメディアデータを送信することが可能である。MMSプロトコルの一般的な使用は
、１のカメラのついた電話機で撮影された写真を、もう１つ別の電話機へと送信するため
のものである。
【０００６】
　２００７年にまとまった免許不要モバイルアクセス（Unlicensed Mobile Access）(UMA
)仕様により、携帯電話と無線IPネットワークとの組み合わせが可能となっている。UMAテ
クノロジーにより、ユーザはBluetooth及び802.11.を含む免許不要スペクトラム技術で、
GSM及びGPRSモバイルサービスにアクセスすることが可能である。
【０００７】
　図１は、商業的に利用可能であるUMA仕様のネットワーク、T－Mobile@Homeネットワー
クを示し、該ネットワークは、携帯電話（１０１）とT-Mobileのウェブサイト（１０２）
を接続する。ウェブサイト（１０２）に接続する３つのルートは、インターネット（１０
６）に接続されている無線ルータ（１０３）を経て、携帯電話と（１０２）との間に位置
されているGSMセルラー接続（１０４）を経て、及びT-Mobileホットスポットルータ（１
０７）を介したインターネット（１０６）及び（１０２）へのWiFi接続（１０５）を経て
、携帯電話（１０１）で利用可能である。ハンドセット（１０１）は、各ルートの相対的
な信号強度を基に、３つのルートから選択する。
【０００８】
　図２で示すように、UMAの利用可能なデュアルモードのハンドセット（２０１）は、携
帯無線アクセスネットワーク（RAN）（２０２）と免許不要モバイルアクセスネットワー
ク（UMAN）（２０３）の両方に接続し、（２０２）と（２０３）の両方は、コアモバイル
ネットワーク（２０４）に接続する。
【０００９】
　UMAテクノロジーを配置することで、サービスプロバイダにより、加入者は、適切な装
置を用いて、セルラーネットワークと公衆及びプライベート免許不要無線ネットワークと
の間のデュアルモード携帯ハンドセットを用いた携帯電話通話をローミングするとともに
、中継することが可能である。このような加入者は、加入者がネットワーク間を移行する
際に、携帯音声及びデータサービスの一貫したユーザ経験を受ける。例えば、携帯電話が
免許不要無線ネットワーク（２０８）、IPアクセスネットワーク（２０９）及びUMAネッ
トワーク（UNC）（２１０）の範囲内にくると、図２に示すような住宅システムを有する
ユーザは、RAN（２０２）で処理される携帯電話通話をUMAN（２０３）へと自動的に移行
させる。代替的に、ネットワークコントローラ（２１０）は、フェムトセルネットワーク
コントローラである。携帯電話が、UMAN（２０３）の有効な範囲を出ると、携帯電話の通
話は、RAN（２０２）の基地局（２０５）、プライベートネットワーク（２０６）及び基
地局コントローラ（BSC）（２０７）へと移行する。
【００１０】
　AT&T Wirelessなどの携帯電話サービスプロバイダは、インターネットアクセスの有す
るコンピュータから電子メールにより送信されたSMSメッセージが受信される。
【００１１】
　携帯電話ユーザがネイティブフォーム（即ち、電話番号を用いて）でアドレス指定され
たSMS及びMMSのIP及びMACアドレスを有する個人用コンピュータなどの非電話装置への送
信を可能とする、システム及び方法が必要とされている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の特徴は、少なくとも１の携帯電話と、ＩＰアドレス及びメディアアクセスコン
トロール（ＭＡＣ）アドレスを有する少なくとも１の装置との間の通信をルーティングす
る方法である。該方法は、サービスのための中央ルータ上の装置を登録する工程と少なく
とも１の電話番号及びユーザの識別と、前記ルータ上の前記登録された装置を関連付ける
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工程と、ネットワークルータ上のメッセージを受信する工程と少なくとも１の電話番号と
メッセージに関連付けられたユーザ識別を選択基準として用いて、装置のＩＰアドレス及
びＭＡＣアドレスを検索する工程と、メッセージを装置のＩＰアドレス及びＭＡＣアドレ
スにルーティングする工程を備え、該工程により、メッセージを、少なくとも１の携帯電
話からＩＰアドレス及びＭＡＣアドレスを有する少なくとも１の装置へと送達する。この
方法での中央の登録において、ネットワークルータにより、完全な一揃えの携帯電話での
メッセージングの様相が、装置の携帯電話プロバイダとは独立して、携帯電話と任意の装
置との間を方向付けることが可能である。
【００１３】
　方法の実施形態において、メッセージは、少なくとも１のマルチメディアメッセージサ
ービス（MMS）メッセージと、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージと、Ｘ
ＭＰＰプロトコル又はＳＩＭＰＬＥプロトコルを用いて送信されるインスタントメッセー
ジングフォーマットのメッセージを備え、これにより、メッセージの種類は、音声、画像
及びビデオからなる群から選択される少なくとも１である。
【００１４】
　方法の実施形態は、メッセージを、テレビ、コードレスＤＥＣＴ電話、ビデオゲームコ
ンソール、ポータブルビデオゲーム装置、モバイル個人デジタル補助装置、ＩＰの可能な
メッセージング装置及びパーソナルコンピュータの少なくとも１に対して送達することを
含み、これにより、メッセージは任意で複数の装置へと送達される。
【００１５】
　方法の実施形態における携帯電話は、免許不要モバイルアクセス（ＵＭＡ）の利用可能
な電話、免許不要モバイルアクセス（ＵＭＡ）の利用可能な個人データ補助装置（ＰＤＡ
）、フェムトセルの利用可能な電話、フェムトセルの利用可能な個人データ補助装置（Ｐ
ＤＡ）及び拡張コードレス電話（ＤＥＣＴ）ベースの電話又は装置の少なくとも１を備え
る。
【００１６】
　方法の実施形態は、複数のメッセージフォーマットのメッセージを複数の装置から及び
へと送信及び受信するとともにインスタントメッセージングセッションにおける送信され
た又は受信されたメッセージを表示することにより、メッセージを送達及び受信する工程
と、インスタントメッセージングセッションにおいてメッセージを表示する工程をさらに
備え、これにより、少なくとも１の参加者が携帯電話装置により通信し、少なくとも１の
参加者がインターネット装置により通信される。
【００１７】
　更なる実施形態における方法は、統合メッセージングサーバによりメッセージを送達及
び受信する工程をさらに備え、これにより、統合メッセージングサーバは、メッセージを
複数の装置及び複数の種類の装置へ及びから送信及び受信し、メッセージフォーマットを
ＳＭＳ、ＭＭＳ、インスタントメッセージ、インスタントメッセージのための一般的プロ
ファイル（CPIM）、APEX、インスタントメッセージングエクスチェンジプロトコル、プレ
ゼンスとインスタントメッセージングプロトコル、ボイスオーバーインターネットプロト
コル、XMPP及びインスタントメッセージング及びプレゼンスレバレージングエクステンシ
ョンのためのSIP（SIMPLE）からなる群から選択された少なくとも１のフォーマットから
又はへと、変換する。
【００１８】
　本発明の特徴は、システムを提供し、該システムは、携帯電話からのメッセージを、イ
ンターネットプロトコル（ＩＰ）及びメディアアクセスコントロールアドレス（ＭＡＣ）
を有する少なくとも１の装置へと送達するシステムであって、システムは、少なくとも１
の電話番号とユーザの識別を、少なくとも１の装置のＭＡＣアドレス及びＩＰアドレスに
登録及び関連付けるためのテーブルを備えるネットワークルータと、ルータからメッセー
ジを装置へと移送するための、無線ネットワーク、ケーブルネットワーク、ＤＳＬネット
ワーク、電話会社のネットワーク、ＤＳＬネットワーク及び無線ネットワークの組合せ、
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電話会社ネットワークと無線ネットワークとの組合せ、及びケーブルネットワークと無線
ネットワークとの組合せの群から選択される少なくとも１のローカルエリアネットワーク
と、ローカルエリアネットワークとインターネットを接続するためのインターネット接続
を備え、これにより、システムは、メッセージを、少なくとも１の携帯電話から、少なく
とも１の電話番号及びユーザ識別に関連付けられたＩＰアドレス及びＭＡＣアドレスを有
する少なくとも１の装置へと送達する。
【００１９】
　システムの実施形態において、装置はルータであり、メッセージはルータに接続された
装置へと送達される。
【００２０】
　システムの実施形態におけるメッセージは、ＸＭＰＰプロトコル又はＳＩＭＰＬＥプロ
トコルを用いて送信されるマルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）メッセージ、シ
ョートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージ及びインスタントメッセージングフォー
マットのメッセージからなる群から選択され、メッセージの種類は、音声メッセージ、画
像メッセージ及びビデオメッセージの少なくとも１である。
【００２１】
　システムの実施形態における携帯電話は、少なくとも１の免許不要モバイルアクセス（
ＵＭＡ）の利用可能な電話、ＤＥＣＴ電話、フェムトセルの利用可能な電話、フェムトセ
ルの利用可能な個人データ補助装置（ＰＤＡ）及び免許不要モバイルアクセス（ＵＭＡ）
の利用可能な個人データ補助装置（ＰＤＡ）の少なくとも１を備える。
【００２２】
　システムの実施形態は、メッセージが送達される複数の電話番号にアクセスされる、少
なくとも１のソーシャルネットワーキングプロファイルを備える。
【００２３】
　システムの実施形態において、メッセージは、ＳＭＳメッセージ及びＭＭＳメッセージ
の少なくとも１を備え、システムはメッセージを複数の装置へと送達することを更に備え
る。
【００２４】
　システムの実施形態は、メッセージを送達及び受信するための複数の装置を備え、シス
テムは、インスタントメッセージングセッションにおいて異なるパーティからのメッセー
ジの表示を実行するためのモジュールをさらに備え、これにより、システムは、複数のメ
ッセージフォーマットを、複数の装置へ及びから、送信及び受信し、インスタントメッセ
ージングセッションにおいて各送信又は受信されたメッセージを表示する。
【００２５】
　システムのさらなる実施形態は、統合メッセージングサーバを備え、統合メッセージン
グサーバは、メッセージを送達及び受信するとともに、メッセージを、複数の種類の装置
及び複数の装置へ及びから、送信及び受信するための論理回路と、メッセージを、ＳＭＳ
、ＭＭＳ、インスタントメッセージ、インスタントメッセージングの一般的プロファイル
（ＣＰＩＭ）、ＡＰＥＸ、インスタントメッセージングエクスチェンジプロトコル、プレ
ゼンスとインスタントメッセージングプロトコル、ボイスオーバーインターネットプロト
コル、XMPP及びインスタントメッセージング及びプレゼンスレバレージングエクステンシ
ョンのためのSIP（SIMPLE）の群から選択された少なくとも１のフォーマットから及びへ
と、変換するための論理回路を有する。
【００２６】
　方法及びシステムのさまざまな実施形態において、ネットワークルータは、ＳＭＳルー
タ、ＭＭＳルータ及びネットワークアドレス変換（ＮＡＴ）の有線又は無線ルータの少な
くとも１を任意で備え、ＩＰアドレスは、任意で動的又は静的に割り当てられ、これによ
り、メッセージを受信する装置は、任意でテレビを備える。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
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【図１】図１は従来技術の商業的に利用可能なT-Mobile@Homeネットワークを示し、該ネ
ットワークは、携帯電話（１０１）とT-Mobileのウェブサイト（１０２）との間の代替可
能な３つのネットワークバスを有する。無線ルータ（１０３）は、インターネット（１０
６）に接続され、GSMセルラー接続（１０４）は、携帯電話及び（１０２）との間に位置
され、（１０５）は、T-Mobileホットスポットルータ（１０７）を介したインターネット
（１０６）への接続である。
【００２８】
　図２はUMAの可能なデュアルモードハンドセット（２０１）、（２０１）の各モードの
ネットワーク、無線アクセスネットワーク（RAN）（２０２）及び免許不要モバイルアク
セスネットワーク（UMAN）（２０３）を示す図である。（２０２）及び（２０３）の両方
は、コアモバイルネットワーク（２０４）に接続する。RAN（２０２）は、基地局（２０
５）、プライベートネットワーク（２０６）及びBSC（２０７）を含む。UMAN（２０３）
は、免許不要無線ネットワーク（２０８）、IPアクセスネットワーク（２０９）及びUMA
ネットワークコントローラ（UNC）（２１０）を含む。
【００２９】
　図３は、UMAの可能なデュアルモードハンドセット（２０１）と（２０１）の各モード
におけるネットワーク、RAN（２０２）、UMAN（２０３）、コアモバイルネットワーク（
２０４）及びIP（３０４）を介してSMS／MMSを提供するSMS／MMSアグリゲーションレイヤ
（３０１）、CID及びメッセージングのための端末（３０２）及び（３０３）を示す図で
ある。
【００３０】
　図４は、DECT電話に基づいた携帯電話（２０１）又はパーソナルコンピュータ（４０５
）からのテキストメッセージを受信するためのシステム及び方法を示す図である。携帯電
話（２０１）から送信されるメッセージは、セルラープロバイダネットワーク（２０４）
を介して、SMS/MMSアグリゲータ（３０１）へとルーティングする。SMS／MMSアグリゲー
タ（３０１）は、メッセージを、i5SMSルータ（４０１）へとルーティングする。次に、i
５SMSルータ（４０１）は、メッセージを統合サービスプラットホーム（CSP）インスタン
ス（４０２）へとルーティングする。最後にi5CSPインスタンス（４０２）は、メッセー
ジをホームメディアサーバ（２０８）へとルーティングし、DECT電話（４０４）又はパー
ソナルコンピュータ（４０５）に表示するために、ホームIPネットワーク（４０３）を介
してルーティングする。
【００３１】
　図５は、メニューオプション（５０１）、メッセージを表示する中央ウィンドウ（５０
２）、チャット参加者のリストウィンドウ（５０３）、「Invite（招待）」ボタン（５０
４）、「Exit（出口）」ボタン（５０５）及び（５０２）にリストされているテキストメ
ッセージ（５０６）を備えたシステムの実施形態のメッセージングセッションスクリーン
を示す図である。
【００３２】
　図６はユーザのチャットフレンドをリストするウィンドウ（６０１）、メッセージ（６
０３）を有する２つの分離したチャットセッションのための２つの隣接するウィンドウ（
６０２）、新しいメッセージ（６０４）を入力するためのウィンドウ及び（６０４）にタ
イプされたメッセージを送信するための「送信」ボタン（６０５）を備えた、メッセージ
ングセッションスクリーンの代替的な実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　テキストメッセージングは、普及した一般的な携帯電話技術の使用である。１の携帯電
話からもう１つ別の携帯電話へとデジタル写真を送信するといったMMSメッセージングは
、同様である。携帯電話で受信された写真をコンピュータ上に置くことを希望するユーザ
は、電話をUSBポート又は他の手段を介してコンピュータに接続し、コンピュータに写真
をダウンロードする手順に従わなければならない。このことは時間を要し、不便な工程で
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ある。
【００３４】
　本明細書に提供されるシステム及び方法の実施形態は、ユーザがデジタル写真などのMM
Sメッセージを携帯電話（２０１）からコンピュータ又はIPネットワーク上の他の装置に
送信する方法及びシステムである。本明細書に記載されるシステムの実施形態は、図４に
示すように中央ルータ(４０１)を備え、該ルータは、図３及び図４に示すように、中継の
SMS/MMSアグリゲーション（３０１）からの通話に応答し、該SMS/MMSアグリゲーション（
３０１）は、携帯電話通信業者と相互接続するとともに、電話番号又はショートコードに
基づいて、適切な場所に通話をルーティングする。
【００３５】
　システム及び方法の様々な実施形態において、ユーザは、方法及びシステムを利用する
サービスにサインアップし、ソフトウェア又はウェブベースのアプリケーションをインス
トールする。これにより、ユーザが、サービスのための中央ルータ（４０１）にコンタク
トするプロビジョニングプロセスを行うことを介して、ユーザのネットワークアドレス変
換（NAT）ルータ上の、ユーザがサービスとして利用可能であることを希望する装置に電
話番号が割り当てられる。本発明の本態様に従って、「仮想の」又は「装置」の電話番号
がユーザのNAT上の装置に関連付けられ、サービスのための中央ルータ（４０１）は、そ
の後、仮想の又は装置の電話番号へと向けられるあらゆるモバイルメッセージの送達を媒
介する。プロビジョニングプロセスは、サービスのための中央ルータ（４０１）上のテー
ブルに、レコードを挿入する、又はレコードを更新する。レコードは、プロビジョニング
プロセスにより割り当てられた電話番号を備えるフィールド、装置のIPアドレス及び装置
のMACアドレスを備える。プロビジョニングプロセスはさらに、SMS／MMSアグリゲータで
電話番号を登録し、これにより、電話番号に対するメッセージは、直接的にサービスのた
めの中央ルータ（４０１）へと向けられる。その後、ユーザは、仮想の電話番号を、携帯
電話（２０１）を有する他者に提供することで、他者はSMS／MMSメッセージを装置へと送
信することが可能である。代替的に、又は追加的に、ユーザは、装置の番号を、フェース
ブックのようなソーシャルネットワーキングアプリケーションに関連付けられたコンタク
トリストに加え、他者が、ユーザの許可により確認し、メッセージ送信のために情報を使
用することが可能である。
【００３６】
　本明細書に提供されるシステム及び方法の更なる実施形態において、システムルータ（
４０１）により割り当てられる電話番号に関連付けられたIPアドレスは、NATルータによ
り用いられる仮想のIPアドレスであり、電話番号に関連付けられた装置の物理的アドレス
を示す。例えば、NATルータは、電話番号に関連付けられたIPアドレスのためのメッセー
ジを受信する。その後、NATルータは、IPアドレスに関連付けられた装置にNATルータが割
り当てた第２IPアドレスのために、テーブルに問い合わせを行う。NATルータは、その後
、メッセージを第２IPアドレスの装置にルーティングする。
【００３７】
　代替的な実施形態において、ユーザは、方法及びシステムを利用するサービスのために
サインアップし、ソフトウェア又はウェブベースのアプリケーションにインストールする
。これにより、ユーザが、サービスのための中央ルータ（４０１）に接触するプロビジョ
ニングプロセスを行うことを介して、ユーザのネットワークアドレス変換（NAT）ルータ
上の、ユーザがサービスとして利用可能であることを希望する装置に電話番号が割り当て
られる。本実施形態において装置は、電話番号で直接的にアドレスが指定され、該電話番
号は装置に関連付けられ、その後、サービスのための中央ルータ（４０１）は、装置の電
話番号に向けられたあらゆるモバイルメッセージングの送達を媒介する。プロビジョニン
グプロセスは、サービスのための中央ルータ（４０１）上のテーブルに、レコードを挿入
する、又はレコードを更新する。レコードは、プロビジョニングプロセスにより割り当て
られた電話番号を備えるフィールド、装置のIPアドレス及び装置のMACアドレスを備える
。プロビジョニングプロセスはさらに、SMS／MMSアグリゲータで電話番号を登録し、これ
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により、電話番号に対するメッセージは、直接的にサービスのための中央ルータへと向け
られる。その後、ユーザは、仮想の電話番号を、携帯電話（２０１）を有する他者に提供
することで、他者はSMS／MMSメッセージを装置へと送信することが可能である。代替的に
、又は追加的に、ユーザは、装置の番号を、フェースブックのようなソーシャルネットワ
ーキングアプリケーションに関連付けられたプロファイルコンタクトリストに加え、他者
が、ユーザの許可により確認し、メッセージ送信のために情報を使用することが可能であ
る。
【００３８】
　本明細書に記載されるシステムの様々な実施形態において、装置のIPアドレスは動的に
割り当てられ、仮想IPアドレス又は装置名又は対応するパスワードを有するユーザ識別が
、中央ルータ登録テーブル上で、装置の電話番号に関連付けられる。仮想IPアドレス又は
装置名にアドレス指定されたメッセージは、ローカルルーターのレベルで、動的に割り当
てられたIPアドレスに解読される。本明細書に記載されるシステムの代替的な実施形態に
おいて、装置のIPアドレスは、静的に割り当てられ、中央ルータ上で電話番号に関連付け
られたIPアドレスは、装置のIPアドレスである。システムのさらなる実施形態は、動的に
割り当てられたIPアドレスが付された装置と、静的に割り当てられたIPアドレスが付され
た装置を備える。
【００３９】
　本明細書に提供されるシステムの実施形態において、インテリジェントサービスプロバ
イダSMS/MMSルーティングシステムは、グループチャットのために携帯電話からテレビへ
のSMS送達から開始し、複数の装置から複数の装置へのSMS/MMS送達を提供するようになり
、そして、１対１及び１対多くのSMSユーザ経験を、真の共有グループのSMS経験へと変化
させた。様々な実施形態において、システム及び方法は、携帯電話、携帯機器、パーソナ
ルコンピュータ、ゲームコンソール及びDECT電話の間で共有するリアルタイムSMSチャッ
ト及びメディア（例えば、画像及びビデオ）を提供する。システムは、ニュートラルな装
置であり、携帯電話、携帯機器、ゲームコンソール、DECT電話及びパーソナルコンピュー
タは、SMS及びMMSメッセージの送受信の両方を行うことが可能である。例えば、ユーザの
電話装置に限定される上述のT-Mobile@HomeシステムのT-mobileの従来の電話での装置間
インターフェースは、実施形態のシステムで実行するIntegra5 MediaFriends（登録商標
）グループチャットアプリケーションに加わっていて、該インターフェースにより、ユー
ザは、PCと携帯電話ユーザ間、PCとPCユーザ間、ゲームコンソールとPC間、携帯機器とPC
間、DECT電話とDECT電話ユーザ間、及び上述のユーザのあらゆる組み合わせの間における
SMSメッセージの送受信が可能である。ユーザは、リアルタイムのSMSチャットの間に、携
帯電話とPCとの間の写真を送信する、又は、T-Mobile電話の装置間のインターフェースを
用いて、写真をFacebookに送信し、該インターフェースは、実施形態のシステムで実行す
るIntegra5 Media Friend（登録商標）PhotoSharingアプリケーションに加わっている装
置間のインターフェースである。ユーザは、実施形態のシステムを実行することで、携帯
装置から友人のPCへとMMSファイルを送信し、T-Mobile及びMediaFriends（登録商標）MMS
からPCアプリケーションへのリアルタイムSMSチャットセッションに参加する。
【００４０】
　本明細書に提供される方法及びシステムの特定の実施形態において、ユーザは、ユーザ
のソーシャルネットワーキングソフトウェアプロファイルへのサービスアクセスを与える
。例えば、ユーザは、ユーザのFaceBook（登録商標）プロファイルを開くためのシステム
パーミッションを与え、プロファイルに含まれる受信者のアドレスのリストへメッセージ
を送信する。ユーザは、フェースブックコネクトを用いてMediaFriends（登録商標）フェ
ースブックアプリケーションを用いて、その後、MediaFriends（登録商標）フェースブッ
クアプリケーションは、フェースブックソーシャルメディアの集合の関係を組み込み、シ
ステム及び方法で、フェースブックの同一性、認証、グループ及び「follow-me」プライ
バシーの特徴を用いることが可能である。従って、ユーザはさらに、MediaFriends（登録
商標）フェースブックアプリケーションを用いて、携帯電話会社のファミリープランプロ
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グラムを活用する。
【００４１】
　図４に示されるDECT電話及びパーソナルコンピュータ上でテキストメッセージを受信す
るシステムの例示的実施形態は、仮想電話番号（789）624-1342を有する携帯電話（２０
１）上でユーザのテキストメッセージのタイピング、及び仮想電話番号（789）555-1212
へのメッセージの送信を含む。メッセージは、セルラープロバイダ（２０４）を介してSM
S/MMSアグリゲータ（３０１）へと進む。SMS/MMSアグリゲータ（３０１）は(789)555-121
2を、i5SMSルータ（４０１）へとルーティングする。i5SMSルータ（４０１）は、(789)55
5-1212をi5CSPインスタンス（４０２）にルーティングする。i5CSPインスタンス（４０２
）は、(789)555-1212をホームメディアサーバ（２０８）にルーティングし、DECT電話（
４０４）又はパーソナルコンピュータ（４０５）に表示させるために、ホームIPネットワ
ーク（４０３）を介してルーティングする。
【００４２】
　本明細書に記載されるシステム、即ち多機能装置MediaFriends（登録商標）チャットフ
ローのもう１つ別の例示的な実施形態において、加入者Ａは、携帯電話キーパッドでタイ
プし、SMSメッセージを加入者Ｂ、加入者Ｃ及び加入者Ｄに送信する。各加入者の電話番
号情報を有するSMSメッセージは、携帯電話ネットワーク、例えばT-Mobileへと送信され
る。セルラーネットワークから、メッセージがSMS/MMSアグリゲータへとルーティングさ
れる。加入者の携帯電話番号は、各加入者をセットアップするプロビジョニングプロセス
の間、アグリゲータを用いてあらかじめ登録され、アグリゲータは、メッセージを、イン
テグラ5 SMSルータへとメッセージをルーティングする。パスワード、IPアドレス及びMAC
アドレスに対応する、ユーザの同一性を有する電話番号は、加入者のプロビジョニングプ
ロセスの間、インテグラ5中央ルータを用いて登録され、中央ルータは、加入者Ａ及び加
入者Ｂのためのメッセージを、仮想の電話番号781 555-5555の有するインテグラ5 CSPル
ータへと、ルーティングし、加入者Ｃ及び加入者Ｄのためのメッセージを、仮想の電話番
号212 555-5555の有するインテグラ5 CSPルータへと、ルーティングする。２つのインテ
グラ5 CSPルータは、加入者Ａ、加入者Ｂ、加入者Ｃ及び加入者Ｄのためのメッセージを
、仮想の携帯電話781-934-4490、仮想のDECT電話781-685-9932、仮想の携帯電話212-768-
2413及び仮想のパーソナルコンピュータＤ＿ユーザIDへとそれぞれルーティングする。
【００４３】
　方法の実施形態はさらに、複数のメッセージフォーマットを複数の装置から及びへと送
信及び受信すること、及びインスタントメッセージングセッションにおいて送信した又は
受信したメッセージを表示することにより、メッセージを送信及び受信する工程及び、イ
ンスタントメッセージングセッションにおいてメッセージを表示する工程を備える。例え
ば、方法は、統合メッセージサーバがメッセージを複数の装置及び複数の種類の装置から
及びへと送達するとともに受信する工程と、メッセージフォーマットを、SMS、MMS、イン
スタントメッセージ、インスタントメッセージのための一般的プロファイル（CPIM）、AP
EX、インスタントメッセージングエクスチェンジプロトコル、プレゼンスとインスタント
メッセージングプロトコル、ボイス オーバーインターネット プロトコル、XMPP及びイン
スタントメッセージング及びプレゼンスレバレージングエクステンションのためのSIP（S
IMPLE）などといったフォーマットから及びへと、変換する工程を含む。
【００４４】
　図５は、システムの実施形態を示し、該システムにおいて、複数のユーザが複数の装置
及び複数の種類の装置からインスタントメッセージングセッションに加わる。スクリーン
の左側のウインドウ（５０１）は、チャット活動、すなわち「Find Friends（友達を探す
）」、「Groups（グループ）」、「Invitations（招待）」、「MediaFriends Chat Setti
ng（MediaFriendsチャット設定）」及び「My Chat（自分のチャット）」のメニューオプ
ションをリストする。図５は、「My Chat（自分のチャット）」のスクリーンの表示であ
る。スクリーン（５０２）の中央ウィンドウは、チャット又はインスタントメッセージセ
ッションの対話を、エントリの時系列で表示する。各エントリの第１部分は、参加者を識
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言内容が、テキストブロックに続く。任意で、参加者は、グラフィカルな内容を、自らの
エントリの最後に加えることができる。例えば、笑顔アイコンをエントリの最後に加える
。これらのアイコンの種類は、一般的にエモーションと呼ばれる。スクリーン（５０３）
の右側のウィンドウは、アイコンでＩＭセッションの参加者をリストし、各名前の右側は
、参加者の使用する種類の装置を示す。例えば、ジョンの名前の隣の電話アイコンは、ジ
ョンがDECT電話で参加していることを示し、一方、トムの名前の隣のコンピュータモニタ
のアイコンは、トムがパーソナルコンピュータを用いて参加していることを示す。テレビ
アイコンは、アリスの名前の隣にあり、アリスが、テレビを用いてIMセッションに参加し
ていることを示し、マイクの名前の隣の携帯電話アイコンは、マイクが携帯電話を用いて
参加していることを示す。
【００４５】
　図５に示されるIMセッションはさらに、本発明のさまざまな実施形態の方法及びシステ
ムを示す。例えば、図５に表示されるスクリーンが、パーソナルコンピュータスクリーン
である場合、携帯電話（２０１）を用いてマイクにより送信されたメッセージはセルラー
プロバイダネットワーク（２０４）を介して、SMS/MMSアグリゲータ（３０１）へと進む
。SMS/MMSアグリゲータ（３０１）はその後、メッセージを、i5SMSルータ（４０１）へと
ルーティングする。i5SMSルータ（４０１）はその後、メッセージを統合メッセージング
サーバへとルーティングし、該統合メッセージングサーバは、SMS/MMSフォーマットのテ
キストメッセージを、例えばインスタントメッセージングの一般的プロファイルなどとい
ったインスタントメッセージングフォーマットに変換する。該インスタントメッセージン
グの一般的プロファイルは、図５に示されるパーソナルコンピュータにインストールされ
たインスタントメッセージングソフトウェアに適している。統合メッセージングサーバは
その後、インスタントメッセージングセッションにおいて表示するために、パーソナルコ
ンピュータにメッセージを送信する。図５におけるIMセッションからマイクの携帯電話へ
のメッセージは、リバースパスを行い、この場合、統合メッセージングサーバは、メッセ
ージをSMS/MMSフォーマットに変換し、その後マイクの携帯電話へと送達するためにSMS/M
MSアグリゲータ（３０１）へと送信する。
【００４６】
　図６は、隣接して分離されたチャットセッションを有するシステムの実施形態を示す。
ユーザの友達（６０１）のリストは、図６の左側に示される。ユーザは、キーボード、マ
ウス又は他のインターフェース装置を用いて、（６０１）にリストされる１又はそれより
多い友達を反転表示し、選択された友達とチャットセッションを開始するために選択を入
力する。ユーザ又は他のユーザがテキストメッセージエントリウインドウ（６０４）に入
力し、「送信」ボタン（６０５）を選択すると、チャットセッションウインドウ（６０２
）がディスプレイに開き、ユーザへの及びからのテキストメッセージ（６０３）がチャッ
トセッションウインドウ（６０２）において表示される。
【００４７】
　今、本発明は完全に記載され、以下の特許請求の範囲により具体化される。当業者は、
本発明をさらに具現化するために使用されるハードウェア、ソフトウェア及びオペレーテ
ィングシステムを認識する。従って、様々な具体的な実施形態は上述されるが、本発明は
本記載及び特許請求の範囲において、変更形態及び同等物に及ぶことが意図される。
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