
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレスデータ送信を使用するテレコミュニケーションシステムのワイヤレスデータ
送信を使用するターミナルと第２の当事者との間でマルチメディアメッセージを配送する
方法であって、該方法は、
　同じメッセージサービスセンターを通して少なくとも２つの異なる内容形式のマルチメ
ディアメッセージを配送するものであり、上記内容形式は、テキスト、スピーチ、映像、
ビデオ像又はその組合せを含むことができるメッセージ内容のプレゼンテーションを指示
する、上記方法において、
　上記ターミナルと上記メッセージサービスセンターとの間で上記マルチメディアメッセ
ージの内容形式に関わりなく上記マルチメディアメッセージに対して同じ配送プロトコル
を使用することにより、上記ターミナルと上記メッセージサービスセンターとの間で上記
マルチメディアメッセージを配送し、
　上記メッセージサービスセンターで少なくとも１つの第１条件を決定するものであって
、該少なくとも１つの第１条件は、直接送信されるべきマルチメディアメッセージの内容
形式、直接送信されるべきマルチメディアメッセージの最大サイズの少なくとも１つを決
定するものであり、
　上記ターミナルへ配送されるべき上記マルチメディアメッセージから、それが上記第１
条件を満足するかどうかチェックし、
　上記第１条件を満足する場合に上記マルチメディアメッセージを上記ターミナルに直接
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配送し、そして
　上記第１条件を満足しない場合には上記マルチメディアメッセージについて上記ターミ
ナルに通知すると共に、上記マルチメディアメッセージに関するメッセージ要求に対する
応答として上記マルチメディアメッセージを配送することを特徴とする方法。
【請求項２】
　上記ターミナルのユーザからの上記第１条件に関連した値をメッセージサービスセンタ
ーにおいて受信し、そして
　受信した値で上記値を更新する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　上記第１条件に関連した値としてターミナル特性を上記メッセージサービスセンターに
おいて受信し、そして
　受信した値で上記値を更新する請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　上記ターミナルに送信されるべきマルチメディアメッセージについての情報を提供する
ためマルチメディアメッセージに受信者識別子を追加し、この識別子は、受信されるべき
上記マルチメディアメッセージの受信者の識別を可能にするものであり、そして
　上記メッセージ要求が上記マルチメディアメッセージに関連した上記受信者識別子を含
む場合にのみ上記マルチメディアメッセージを配送する請求項１乃至３のいずれかに記載
の方法。
【請求項５】
　少なくとも２つの異なる配送ルートを使用して上記メッセージサービスセンターから上
記ターミナルへマルチメディアメッセージを配送し、
　上記メッセージサービスセンターに対する少なくとも第２の条件を決定し、そして
　この第２の条件に基づいて上記マルチメディアメッセージの配送ルートを選択する請求
項１乃至４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　少なくとも第１内容形式及び第２内容形式のマルチメディアメッセージを受信すること
ができる少なくとも１つのターミナルであって、上記内容形式は、上記メッセージ内容の
プレゼンテーションを指示する、上記少なくとも１つのターミナルと、
　少なくとも上記第１内容形式及び上記第２内容形式のマルチメディアメッセージを上記
少なくとも１つのターミナルと第２の当事者との間に送信するためのメッセージサービス
センター (MMSC)と、
を備えたワイヤレステレコミュニケーションシステムにおいて、
　上記メッセージサービスセンターは、上記ターミナルと上記メッセージサービスセンタ
ーとの間で上記マルチメディアメッセージの内容形式に関わりなく第１配送プロトコルを
使用することにより上記マルチメディアメッセージを上記ターミナルに第１配送によるメ
ッセージとして配送するよう構成されており、
　上記メッセージサービスセンター (MMSC)は、上記マルチメディアメッセージをターミナ
ル (MS)に配送する前に、上記マルチメディアメッセージが少なくとも１つの所定の第１条
件を満足するかどうかチェックし、そしてそのチェックの結果に応答して、上記マルチメ
ディアメッセージを上記ターミナルに直接配送するか、又は上記マルチメディアメッセー
ジについて上記ターミナルに通知しそして上記マルチメディアメッセージに関するメッセ
ージ要求に応答して上記マルチメディアメッセージを配送するように構成されており、上
記少なくとも１つの第１条件は、直接送信されるべきマルチメディアメッセージの内容形
式、直接送信されるべきマルチメディアメッセージの最大サイズの少なくとも１つを決定
するものであり、そして
　上記ターミナル (MS)は、上記マルチメディアメッセージに関する上記情報を受信し、そ
の情報について上記ターミナルのユーザに通知し、そして上記マルチメディアメッセージ
に関するメッセージ要求を、ユーザから受信した命令に応答して上記メッセージサービス
センター (MMSC)へ送信するように構成されていることを特徴とするシステム。
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【請求項７】
　上記ターミナル (MS)は、それがサポートするメッセージ内容コードについて上記メッセ
ージサービスセンター (MMSC)に通知するように構成され、そして
　上記メッセージサービスセンター (MMSC)は、上記ターミナル (MS)へ配送されるべきマル
チメディアメッセージのコードをチェックし、それを、上記ターミナルによりサポートさ
れるコードと比較し、そして上記ターミナルがそのメッセージコードをサポートしない場
合に、そのメッセージコードを、上記ターミナルによりサポートされるコードに変更する
請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　ワイヤレステレコミュニケーションシステムに接続可能なメッセージサービスセンター
(MMSC)であって、該メッセージサービスセンターは、少なくとも２つの異なる内容形式の
マルチメディアメッセージを受信しそしてそれらマルチメディアメッセージをテレコミュ
ニケーションシステムのターミナルへ転送するためのインターフェイス手段 (L1,L2)を備
え、上記内容形式は、上記メッセージ内容のプレゼンテーションを指示する、上記メッセ
ージサービスセンターにおいて、
　上記メッセージサービスセンターは、上記マルチメディアメッセージが少なくとも１つ
の所定の条件を満足するかどうかをチェックすることによって上記マルチメディアメッセ
ージの配送の仕方を選択するアプリケーション手段 (AP)を備え、上記少なくとも１つの所
定の条件は、上記ターミナルへ直接送信されるべきマルチメディアメッセージの内容形式
、上記ターミナルへ直接送信されるべきマルチメディアメッセージの最大サイズの少なく
とも１つを決定するものであり、上記アプリケーション手段は、上記チェックの結果に応
答して、上記マルチメディアメッセージを上記ターミナルに直接配送するか、又は上記マ
ルチメディアメッセージについて上記ターミナルに通知しそして上記マルチメディアメッ
セージに関するメッセージ要求に対する応答として上記マルチメディアメッセージを上記
ターミナルへ配送するように構成されており、該アプリケーション手段は、上記内容形式
に関わりなく同じ配送プロトコルを使用して上記マルチメディアメッセージを配送し、上
記ターミナルと上記メッセージサービスセンターとの間で上記マルチメディアメッセージ
の内容形式に関わりなく同じプロトコルを使用して、上記ターミナルから少なくとも２つ
の異なる内容形式のマルチメディアメッセージを受け取るように構成されていることを特
徴とするメッセージサービスセンター。
【請求項９】
　上記アプリケーション手段（ AP）は、１つ又は複数の所定の条件に基づいて少なくとも
２つの異なる配送ルートから各マルチメディアメッセージに対する配送ルートを選択する
ように構成されている請求項８に記載のメッセージサービスセンター (MMSC)。
【請求項１０】
　マルチメディアメッセージを受信するための移動ステーションであって、ユーザインタ
ーフェイス (UI)を備え、これを通して移動ステーションのユーザが少なくとも第１内容形
式及び第２内容形式のマルチメディアメッセージを受信できる上記移動ステーションであ
って、上記内容形式は 上記メッセージ内容のプレゼンテーションを指示するものである
、上記移動ステーションにおいて、
　上記移動ステーションは、上記マルチメディアメッセージの内容形式に関わりなくメッ
セージサービスセンターと移動ステーションとの間で同じ配送プロトコルを使用して少な
くとも上記第１内容形式及び上記第２内容形式のマルチメディアメッセージを同じメッセ
ージサービスセンターを経て受信するためのコントローラ (CP)を備えており、
　上記コントローラ (CP)は、配送のためのマルチメディアメッセージ待機に関する指示を
受信し、上記ユーザインターフェイスを経て上記ユーザにその指示を送信し、そして上記
ユーザインターフェイスを経て受信したユーザコマンドに応答して上記マルチメディアメ
ッセージの配送要求を送信し、上記配送要求に対する応答として上記マルチメディアメッ
セージを受信し、上記ユーザインタフェースを通じて受信したユーザコマンドに応答して
少なくとも１つの条件を送信するものであり、上記少なくとも１つの条件は、マルチメデ
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ィアメッセージの受信に関連し、また、上記移動ステーションへ直接送信されるべきマル
チメディアメッセージの内容形式と上記移動ステーションへ直接送信されるべきマルチメ
ディアメッセージの最大サイズとのうちの少なくとも１つを決定するよう構成されている
ことを特徴とする移動ステーション。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
本発明は、テキスト、映像、スピーチ、ビデオ映像又は他のデータ或いはその組合せのよ
うな種々の形式のメッセージを、同じ送信メカニズムを使用して送信者から受信者へ送信
できるようにするワイヤレステレコミュニケーションシステムにおけるメッセージサービ
スに係り、より詳細には、移動通信システムにおけるメッセージサービスに係る。
【０００２】
【背景技術】
人々が固定ターミナルから自由に離れても、それらに困難なく届くようにする必要性が生
じて以来、移動通信システムが開発された。移動ステーションを通して提供されるサービ
スは、移動通信システムと共に改良されてきた。第３世代の移動通信システムとして知ら
れているもの、例えば、ユニバーサル移動テレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）
及びＩＭＴ－２０００（国際移動テレコミュニケーション２０００）、そして現在の移動
通信システム、例えば、ＥＴＳＩ（ヨーロピアン・テレコミュニケーションズ・スタンダ
ーズ・インスティテュート）のＧＳＭフェーズ２＋において現在標準化されつつある汎用
パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）を含むパンヨーロピアン移動通信システムＧＳＭ（移
動通信用のグローバルシステム）に対して種々の新たな形式のサービスが現在形成されつ
つある。
【０００３】
ＧＰＲＳサービスは、移動データターミナルと外部データネットワークとの間にパケット
データ送信を与えるのに使用される。というのは、ＧＳＭネットワークがアクセスネット
ワークとして機能するからである。ＧＰＲＳサービスに対して設定される条件の１つは、
インターネット又はＸ．２５ネットワークのような種々の外部データネットワークと一緒
に動作しなければならないことである。それ故、ＧＰＲＳサービス及びＧＳＭネットワー
クは、ＧＳＭネットワークを通して接続することを望むデータネットワークの形式に関わ
りなく、全てのユーザにサービスすることができねばならない。これは、ＧＳＭネットワ
ーク及びＧＰＲＳサービスが、異なるネットワークアドレス方法及びデータパケットフォ
ーマットをサポートしそして処理しなければならないことを意味する。データパケット処
理は、パケット無線ネットワークにおけるパケットのルート指定も含む。更に、ユーザは
、そのホームＧＰＲＳネットワークから訪問先ＧＰＲＳネットワークへローミングできね
ばならず、そのオペレータバックボーンネットワークは、ホームネットワーク（例えば、
Ｘ .２５）とは異なるプロトコル（例えば、ＣＬＮＰ）をサポートしてもよい。
【０００４】
既知のメッセージサービスは、ショートメッセージサービス及び音声メールサービスを含
む。テキストメッセージは、ショートメッセージとして送信することができる。音声メー
ルサービスは、一般に、音声メッセージを送信する応答サービスである。しかしながら、
これらサービスはいずれも映像又はビデオ像を送信することができず、マルチメディアを
含むメッセージの送信であると言えないという欠点がある。別の問題として、テキストメ
ッセージは、音声メッセージとは異なるサービスセンターへ送信される。更に別の問題と
して、少なくとも音声メッセージのサイズ又は時間巾に限度がある。
【０００５】
【発明の開示】
本発明の目的は、上記問題を解決する方法及びその方法を実施する装置を提供することで
ある。本発明の目的は、独立請求項に記載した方法、システム、サービスセンター及び移
動ステーションにより達成される。本発明の好ましい実施形態は、従属請求項に記載する
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。
本発明は、メッセージサービスの送信を１つの論理的サービスセンターに集中し、メッセ
ージの内容又はサイズに関わりなくサービスセンターを通して送信者から受信者へメッセ
ージを送信できるようにするという考え方をベースとする。メッセージは、テキスト、映
像、スピーチ、ビデオ像、他のデータ又はその組合せを含む。このようなメッセージは、
以下、マルチメディアメッセージと称する。ここで、マルチメディアメッセージという用
語は、メッセージの内容形式を指し、メッセージの内容を多数のやり方で表示できること
を意味する。これら内容は、テキストのみを含んでもよいし、スピーチのみを含んでもよ
いし、テキスト及び映像を含んでもよいし、ビデオ像及びスピーチを含んでもよいし、ス
ピーチ及びテキストを含むビデオ像であってもよい。
【０００６】
本発明は、１つのサービスセンターを経て異なる形式のメッセージを受信者へ配送できる
という効果を発揮する。本発明の別の効果は、映像、ビデオ像及びマルチメディアを含む
メッセージを移動ステーションへ送信できることである。本発明の更に別の効果は、マル
チメディアメッセージのサイズを何ら制限する必要がないことである。
本発明の好ましい実施形態では、ある条件を満足するメッセージのみがターミナル即ち受
信者に直接送信される。この実施形態は、受信者がマルチメディアメッセージをいつ受信
したいのか受信者が判断できるという効果を発揮する。これは、大きなマルチメディアメ
ッセージに関するときに特に有用な特性である。
【０００７】
本発明の別の好ましい実施形態では、移動ステーションのユーザが直接配送の条件を更新
することができる。又、この実施形態は、どんな種類のメッセージを直接配送として受信
したいか受信者が判断できるという効果も発揮する。
本発明の更に別の好ましい実施形態では、ターミナルの特性が直接配送条件に使用される
。この実施形態は、ターミナルを使用中でオープンできない受信者にはこのようなメッセ
ージが配送されないという効果を発揮する。
本発明の別の好ましい実施形態では、マルチメディアメッセージサービスセンターが、メ
ッセージ内容を、ターミナルによりサポートされるモードに切り換える。又、この実施形
態は、例えば、受信者のターミナルがどんな種類の映像コードをサポートするか知る必要
がないという効果を発揮する。更に、受信者は、自分のターミナルがサポートするメッセ
ージを受信する。
【０００８】
本発明の更に別の好ましい実施形態では、マルチメディアメッセージサービスセンターは
、メッセージの内容をパックする。この実施形態は、転送されるべきデータの量を最小に
して、ネットワークリソースを節約できるという効果を有する。
本発明の更に別の好ましい実施形態では、マルチメディアメッセージサービスセンターは
、ある条件に基づいてメッセージの配送ルートを選択する。又、この実施形態は、内容を
考慮した考えられる最良のルートを使用することによりメッセージが転送されるという効
果を発揮する。
【０００９】
【発明を実施するための最良の形態】
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。
以下、本発明の好ましい実施形態は、ＧＰＲＳパケット無線ネットワークを参照して説明
するが、本発明は、このような特定のパケット無線システムに限定されるものではない。
本発明は、少なくとも２つの異なるメッセージ形式をサポートするあらゆるワイヤレスデ
ータ送信ネットワークに適用することができる。特に、本発明は、例えば、ビデオ像の送
信をサポートする第３世代の移動通信システムＵＭＴＳ及びＩＭＴ－２０００として知ら
れているものに適用することができる。パケット無線ネットワークは、マルチメディアメ
ッセージサービスセンターとサービス受信者との間に物理的な接続しか与えず、その厳密
な機能及び構造は、本発明にとって重要ではないことに注意されたい。一般的には移動通
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信システム、より詳細にはＧＰＲＳサービスに関する定義は、急速に改善している。ネッ
トワーク要素への異なる機能の配置は変化し得るものであり、そのため、全てのワード及
び表現は、本発明を何ら限定するものではないので、広く解釈しなければならない。
【００１０】
図１は、ＧＳＭシステムにおいて実施されたＧＰＲＳパケット無線サービスを示すもので
、ＧＳＭネットワークは、回路交換データ送信を提供し、一方、ＧＰＲＳサービスは、パ
ケット交換データ送信を提供する。図１は、本発明に対する最も重要な要素及び機能を示
している。
ＧＳＭネットワークの基本的構造は、２つの部分、即ちベースステーションサブシステム
（ＢＳＳ）及びネットワークサブシステム（ＮＳＳ）を備えている。ベースステーション
サブシステムＢＳＳ及び移動ステーションＭＳは、無線接続１を経て通信する。ネットワ
ークサブシステムは、少なくとも１つの移動交換センターＭＳＣと、少なくとも１つのビ
ジター位置レジスタＶＬＲと、ホーム位置レジスタＨＬＲとを備えている。移動交換セン
ターの機能は、少なくとも１つの移動ステーションＭＳを含むコールを交換することであ
る。幾つかの移動交換センターＭＳＣは、公衆交換電話ネットワーク５（ＰＳＴＮ）のよ
うな他のテレコミュニケーションネットワークに接続され、これらネットワークには、そ
こへの及びそこからのコールを交換するための送信機能が含まれる。ビジター位置レジス
タＶＬＲは、一般に、移動交換センターＭＳＣに接続されるが、多数のセンターにサービ
スすることもできる。移動ステーションＭＳがＧＳＭネットワークにおいてアクティブで
ある（ネットワークに登録されそしてコールを開始又は受信できる）ときには、ホーム位
置レジスタＨＬＲにおける移動ステーションＭＳに関するほとんどの加入者データが、移
動ステーションＭＳが位置するエリアにおける移動交換センターＭＳＣのビジター位置レ
ジスタＶＬＲへロード（コピー）される。ＧＳＭシステムの詳細な説明については、ＥＴ
ＳＩ／ＧＳＭ推奨勧告、及び文献「移動通信用のＧＳＭシステム」、Ｍ．モーリ及びＭ .
ポーテット、パライゼウ、フランス、１９９２年、ＩＳＢＮ：２－９５０７１９０－０７
－７を参照されたい。
【００１１】
図１において、ＧＳＭネットワークに接続されたＧＰＲＳサービスは、１つのサービスＧ
ＰＲＳサポートノードＳＧＳＮ及び１つのＧＰＲＳゲートウェイサポートノードＧＧＳＮ
を有する１つのＧＰＲＳネットワークを備えている。これらの異なるサポートノードＳＧ
ＳＮ及びＧＧＳＮは、オペレータ内バックボーンネットワーク２（ＧＰＲＳバックボーン
）により相互接続される。ＧＰＲＳネットワークは、いかなる数のサポートノード及びゲ
ートウェイサポートノードを含んでもよいことを理解されたい。
【００１２】
サービスＧＰＲＳサポートノードＳＧＳＮは、移動ステーションＭＳにサービスするノー
ドである。各サポートノードＳＧＳＮは、セルラーパケット無線ネットワークにおいて１
つ以上のセルのエリアでパケットデータサービスを管理する。このため、各サポートノー
ドＳＧＳＮは、ＧＳＭ移動通信システムの特定のローカル部分に接続される。この接続は
、通常、ベースステーションサブシステムＢＳＳへなされ、そして一般的には、ＢＳＳの
ベースステーションコントローラへなされる。あるセルの移動ステーションＭＳは、無線
インターフェイス１を経てベースステーションと通信し、そして更に、ベースステーショ
ンコントローラを経て、セルが属するサービスエリアのサポートノードＳＧＳＮと通信す
る。原理的に、サポートノードＳＧＳＮと移動ステーションＭＳとの間の移動通信ネット
ワークは、両者の間にパケットのみを送信する。このため、移動通信ネットワークは、移
動ステーションＭＳとサービスサポートノードＳＧＳＮとの間にパケット交換型データパ
ケットの送信を与える。
【００１３】
ＧＰＲＳゲートウェイサポートノードＧＧＳＮは、オペレータのＧＰＲＳネットワークを
オペレータの他のＧＰＲＳサービス、及びＩＰネットワーク（インターネット、イントラ
ネット）やＸ .２５ネットワークのようなデータネットワーク５に接続する。ＧＧＳＮは
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、ＧＰＲＳ加入者又はＳＧＳＮアドレスのルート情報を含む。ＳＧＳＮ及びＧＧＳＮ機能
は、同じ物理的ノードに接続することができる。
【００１４】
ＧＳＮネットワークのホーム位置レジスタＨＬＲは、ＧＰＲＳ加入者データ、移動ステー
ション加入者の電話番号ＭＳＩＳＤＮ（移動加入者国際ＩＳＤＮ番号）、及び加入者の国
際移動加入者認識ＩＭＳＩを上記データに結び付けるルート情報を含む。ＧＰＲＳ加入者
データは、ＰＤＰコンテクスト及びデフォールトＧＧＳＮ並びにそのアドレス、例えば、
ＩＰアドレスを含む。更に、本発明のホーム位置レジスタＨＬＲは、各加入者のアドレス
リストをそのレジスタに維持することができ、このアドレスリストは、マルチメディアメ
ッセージが移動ステーションへの配送を待機しているマルチメディアメッセージサービス
センターのアドレスを含む。このリストは、ショートメッセージサービスセンターＳＭＳ
Ｃのアドレスリストと同様に維持される。更に、ＨＬＲは、加入者がネットワークに登録
するときにショートメッセージサービスセンターと同様にマルチメディアメッセージサー
ビスセンターＭＭＳＣに通告することができる。ここで、ＨＬＲは、マルチメディアメッ
セージサービスセンターＭＭＳＣを単に新たなネットワーク要素と「みなし」、そして現
在ルートを使用することにより本発明に必要な機能を実行することができる。付加的なメ
モリしか必要とされない。ローミングする移動ステーションＭＳのホーム位置レジスタＨ
ＬＲは、サービスＳＧＳＮ以外の移動通信ネットワークに配置することができる。
【００１５】
オペレータ装置ＳＧＳＮ及びＧＧＳＮを相互接続するオペレータ内バックボーンネットワ
ーク２は、例えば、ＩＰネットワークのようなローカルネットワークによって実施するこ
とができる。又、例えば、全ての特徴を１つのコンピュータで実施することによりオペレ
ータ内ネットワークを伴わずにオペレータＧＰＲＳネットワークを実施できることにも注
意されたい。
オペレータ間ＧＰＲＳバックボーンネットワーク３は、異なるオペレータのゲートウェイ
サポートノードＧＧＳＮがそれを通して互いに通信できるところのデータネットワークで
ある。
【００１６】
ここで、移動ステーションＭＳとは、一般的に、移動ステーション加入者及び実際のター
ミナルより成るエンティティを指す。ターミナルは、移動状の接続を確立するために例え
ばノキア社で製造されたカード電話が接続されるマルチメディアコンピュータのような、
移動通信システム又は多数のターミナルの組合せにおいて通信できるいかなるターミナル
でもよい。加入者は、ターミナルに取り外し可能に接続された加入者識別モジュールＳＩ
Ｍから識別される。識別モジュールは取り外し可能であるために、加入者はターミナルを
取り替えることができ、各目的に最も適したターミナルを使用することができる。本発明
の移動ステーションは、図８を参照して以下に詳細に説明する。
【００１７】
ショートメッセージサービスの場合、システムは、ショートメッセージサービスセンター
ＳＭＳＣ及びショートメッセージサービスゲートウェイＳＭＳＧＷを備えている。ショー
トメッセージサービスゲートウェイＳＭＳＧＷは、移動ステーションとの間でショートメ
ッセージをやり取りする。
本発明のシステムは、マルチメディアメッセージサービスＭＭＳのためのマルチメディア
メッセージサービスセンターＭＭＳＣを備えている。このマルチメディアメッセージサー
ビスセンターＭＭＳＣは、必ずしも１つのエンティティではなく、異なるユニットに分散
された機能で構成することもできる。しかしながら、以下、マルチメディアメッセージサ
ービスセンターＭＭＳＣは、明瞭化のために、１つのエンティティとして取り扱う。ＭＭ
ＳＣは、マルティメディアメッセージを転送し、そして配送されなかったマルチメディア
メッセージを記憶し、再送信する。マルチメディアメッセージサービスセンターＭＭＳＣ
は、任意のネットワークを経て移動ステーションへ配送されるべきマルチメディアメッセ
ージを受信できるのが好ましい。オペレータは、もし希望すれば、このような配送ネット
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ワークをあるネットワーク形式のみに限定することができ、例えば、公衆及び専用ＩＰネ
ットワークに限定することができる。マルチメディアメッセージサービスセンターの動作
、構造及びインターフェイスは、図７を参照して以下に説明する。図１は、本発明の第１
の好ましい実施形態を示し、ここでは、マルチメディアメッセージサービスセンターＭＭ
ＳＣがオペレータ内バックボーンネットワーク２に直結され、この場合は、ＧＰＲＳゲー
トウェイサポートノードとしても機能する。この第１の好ましい実施形態において、マル
チメディアメッセージサービスセンターは、ホーム位置レジスタＨＬＲ、ショートメッセ
ージサービスセンターＳＭＳＣ、データネットワーク４及び公衆交換電話ネットワーク５
と通信する。これらの接続は、直接シグナリング接続であるか、又は内部ネットワークを
経て実施されるシグナリング接続である。
【００１８】
移動通信ネットワークにおいて、ホーム及びビジター位置レジスタは、コール又はショー
トメッセージをルート指定するのと実質的に同様にマルチメディアメッセージをルート指
定するように使用される。第１の好ましい実施形態では、マルチメディアメッセージのル
ートは、一般的に、次の通りである。即ち、マルチメディアメッセージサービスセンター
ＭＭＳＣ－オペレータ内バックボーンネットワーク２－サービスサポートノードＳＧＳＮ
－ベースステーションサブシステムＢＳＳ－移動ステーションＭＳ。このとき、ＧＰＲＳ
エアインターフェイスは、無線インターフェイスとして使用される。又、第３世代のシス
テムで定義されたＷ－ＣＤＭＡのようなエアインターフェイスも、無線インターフェイス
として使用することができる。この実施形態の効果は、マルチメディアメッセージを迅速
に配送することである。別の効果は、この解決策が回路交換ネットワーク部分に負荷を与
えないことである。
【００１９】
又、第１の好ましい実施形態による解決策は、回路交換を用いて移動ステーションへマル
チメディアメッセージをロードするのをサポートすることもでき、この場合に、配送ルー
トは、例えば、次の通りである。マルチメディアメッセージサービスセンターＭＭＳＣ－
公衆交換電話ネットワーク５－移動サービスセンターＭＳＣ／ＶＬＲ－ベースステーショ
ンサブシステムＢＳＳ－移動ステーションＭＳ。このとき、ＧＳＭエアインターフェイス
、又はＥＤＧＥのような第３世代システムで定義されたエアインターフェイスが無線イン
ターフェイスとして使用される。
【００２０】
第２の好ましい実施形態（図示せず）では、マルチメディアメッセージサービスセンター
がショートメッセージサービスゲートウェイＳＭＳＧＷに接続される。マルチメディアメ
ッセージサービスセンターは、データネットワーク４と通信し、そしておそらくは、公衆
交換電話ネットワーク５とも通信する。第２の好ましい実施形態では、マルチメディアメ
ッセージルートは、一般的に、次のようになる。マルチメディアメッセージサービスセン
ターＭＭＳＣ－ショートメッセージサービスゲートウェイＳＭＳＧＷ－サービスサポート
ノードＳＧＳＮ－ベースステーションサブシステムＢＳＳ－移動ステーションＭＳ。この
解決策に伴う効果は、メッセージ送信がショートメッセージの現在の連結を利用できそし
てシステムに対して大幅な変更を必要としないことである。この解決策の別の効果は、Ｇ
ＰＲＳ接続が得られない場合に、移動交換センターＭＳＣを通して通常のショートメッセ
ージとしてマルチメディアメッセージを配送できることである。しかしながら、メッセー
ジの送信は、ＧＰＲＳ接続を使用したときより著しく低速である。この第２の好ましい実
施形態に基づく解決策では、マルチメディアメッセージサービスセンターＭＭＳＣは、シ
ョートメッセージサービスセンターＳＭＳＣに一体化することができる。
【００２１】
第３の好ましい実施形態（図示せず）では、マルチメディアメッセージサービスセンター
ＭＭＳＣが、オペレータ内バックボーンネットワーク２又はオペレータ間バックボーンネ
ットワーク３を経てゲートウェイサポートノードＧＧＳＮに接続される。マルチメディア
メッセージサービスセンターは、データネットワーク４及びおそらくは公衆交換電話ネッ
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トワーク５と通信する。この第３の好ましい実施形態では、マルチメディアメッセージの
ルートは、一般的に、次の通りである。マルチメディアメッセージサービスセンターＭＭ
ＳＣ－ＧＰＲＳゲートウェイサポートノードＧＧＳＮ－サービスサポートノードＳＧＳＮ
－ベースステーションサブシステムＢＳＳ－移動ステーションＭＳ。この解決策は、マル
チメディアメッセージを迅速に配送することができ、回路交換ネットワークに負荷がかか
らず、マルチメディアメッセージを固定のＩＰアドレスにも配送することができ、そして
マルチメディアメッセージサービスセンターが必ずしもＳＳ７プロトコルスタックを必要
としないことである。更に、ネットワークは、新たなインターフェイスを必要としない。
【００２２】
マルチメディアメッセージエンティティＭＭＥは、メッセージを送信及び／又は受信でき
るようにするいかなる手段でもよい。最も簡単なＭＭＥは、例えば、スピーチ又はテキス
トのみを送信できるものであり、一方、複雑なＭＭＥは、テキスト及びスピーチを含むビ
デオ像を送信することができる。ＭＭＥは、移動ステーション、マルチメディアメッセー
ジサービスセンターに直結されたエンティティ、又はデータネットワーク４を経てマルチ
メディアメッセージを送信するアプリケーションである。送信側マルチメディアメッセー
ジエンティティ及びそのユーザは、送信者がメッセージの送信に対して支払をする実施形
態では勘定処理に必要とされる正確さで識別できねばならない。
【００２３】
移動ステーションＭＳがＧＰＲＳネットワークにアタッチし、即ちＧＰＲＳアタッチ手順
に関連するときには、ＳＧＳＮは、例えば、移動ステーションＭＳの移動度及び安全性に
関連した情報より成る移動度管理コンテクスト（ＭＭコンテクスト）を形成する。対応的
に、ＰＤＰアクチベート手順に関連して、ＳＧＳＮは、ＧＰＲＳ加入者が使用するＧＧＳ
Ｎと共にＧＰＲＳネットワーク内でルート指定の目的で使用されるＰＤＰコンテクストを
形成する。マルチメディアメッセージサービスセンターＭＭＳＣは、第１及び第２の好ま
しい実施形態では、マルチメディアメッセージのためのゲートウェイサポートノードＧＧ
ＳＮとして動作するので、マルチメディアメッセージサービスコンテクスト（ＭＭＳコン
テクスト）と称するコンテクストを移動ステーションとマルチメディアメッセージサービ
スセンターとの間で対応的にアクチベートすることができる。上記コンテクストがアクチ
ベートされたときには、移動ステーションは、マルチメディアメッセージを受信及び送信
することができる。ＭＭＳコンテクストをアクチベートする別のやり方は、ＭＭＳＣが、
コンテクストを個別にアクチベートせずに、マルチメディアメッセージを送信することで
ある。次いで、ＭＭＳＣは、ホーム位置レジスタＨＬＲからの命令をルート指定するよう
に要求し、そしてそれを受け取ると、特定メッセージ（ＭＭＳデータグラム）をＳＧＳＮ
に送信し、ＳＧＳＮは、ＭＳＩＳＤＮ番号又はＩＭＳＩに基づいてエリア内のユーザを見
出し、そして無線インターフェイスを経て移動ステーションＭＳに上記メッセージを送信
する。移動ステーションＭＳは、応答メッセージ（ＭＭＳデータグラム確認）を送信する
ことによりメッセージを確認する。この別の解決策は、たとえ特定のコンテクストがアク
チベートされなくても、ＭＭＳＣ、ＳＧＳＮ及びＭＳがマルチメディアメッセージを受信
する準備が常にできていることを必要とする。更に、新たなデータグラム（シグナリング
メッセージに類似したメッセージ）は、ＧＴＰ（ＧＰＲＳトンネリングプロトコル）及び
ＳＮＤＣＰ（サブネットワーク収斂プロトコル）プロトコルへと定義されねばならない。
更に、マルチメディアメッセージに関連していることを受信者に通知するＮＳＡＰＩ値を
、マルチメディアメッセージの送信に対して割り当てねばならない。ＧＴＰプロトコルに
使用されるトンネル識別子は、マルチメディアメッセージに割り当てられたＮＳＡＰＩ値
及びユーザＩＭＳＩで構成することができる。この情報に基づいて、ＳＧＳＮは、マルチ
メディアメッセージに関するものであることを知り、そしてユーザのＭＳＩＳＤＮ番号を
知らなくてもユーザを見出す。ＭＳは、それがマルチメディアメッセージの送信を望むと
きに、アップリンク方向の対応メッセージを使用する。ＭＭＳＣは、ＡＰＮを使用するか
又は他の何らかの方法で識別することができる。
【００２４】
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マルチメディアメッセージコンテクストアクチベーションは、例えば、図２に示すシグナ
リングを用いて実行され、この場合に、移動ステーションＭＳは、ＰＤＰコンテクストア
クチベート要求（ＡｃｔｉｖａｔｅＰＤＰＣｏｎｔｅｘｓｔＲｅｑｕｅｓｔ）をメッセー
ジ２－１においてサービスサポートノードＳＧＳＮへ送信する。メッセージは、少なくと
も、マルチメディアメッセージサービスセンターを識別できるようにするアクセスポイン
ト名ＡＰＮと、マルチメディアコンテクストをアクチベートする要望の指示とを含む。又
、アドレスを指示するためのＡＰＮ以外の手段も、マルチメディアメッセージサービスセ
ンターアドレスとして使用することができる。重要なことは、マルチメディアメッセージ
サービスセンターが何らかの方法で識別されることである。更に、メッセージ２－１は、
移動ステーションがマルチメディアメッセージにどれほど多くのメモリを使用できるか、
移動ステーションがどんな種類のデータ（テキスト、映像、スピーチ）をサポートするか
、及びそのプレゼンテーションフォーマットに関する情報を含む。更に、メッセージは、
幾つかの条件パラメータに対する値を含むことができる。いつでも送信できる個別のメッ
セージを、条件パラメータの調整に使用することができる。条件パラメータは、図７を参
照して以下に詳細に説明する。メッセージを受信した後に、サービスサポートノードＳＧ
ＳＮ及び移動ステーションＭＳは、公知技術に基づく認証シグナリングをメッセージ２－
２（セキュリティ機能）において実行する。認証が実行されるときには、サービスサポー
トノードＳＧＳＮは、ＰＤＰコンテクスト形成要求（ＣｒｅａｔｅＰＤＰＣｏｎｔｅｘｓ
ｔＲｅｑｕｅｓｔ）をメッセージ２－３においてマルチメディアメッセージサービスセン
ターＭＭＳＣに送信し、このサービスセンターは、それに応答して、ＰＤＰコンテクスト
形成応答（ＣｒｅａｔｅＰＤＰＣｏｎｔｅｘｓｔＲｅｓｐｏｎｓｅ）をメッセージ２－４
においてサービスサポートノードへ送信する。サービスサポートノードＳＧＳＮは、ＰＤ
Ｐコンテクストアクチベート受け入れ（ＡｃｔｉｖａｔｅＰＤＰＣｏｎｔｅｘｓｔＡｃｃ
ｅｐｔ）をメッセージ２－５において送信することにより移動ステーションＭＳへ受け入
れを送信する。その後、マルチメディアメッセージサービスセンターＭＭＳＣへのコンテ
クストが移動ステーションからアクチベートされ、そして移動ステーションは、マルチメ
ディアメッセージサービスセンターを経てマルチメディアメッセージを送信及び受信する
ことができる。
【００２５】
図２に示すマルチメディアサービスコンテクストアクチベーションは、常に、移動ステー
ションがＧＰＲＳネットワークにアタッチするときに生じ、従って、図２のシグナリング
は、ネットワークアタッチシグナリングの一部分である。或いは又、ユーザは、希望する
ときにマルチメディアサービスコンテクストをアクチベートしてもよいし、又はＧＰＲＳ
ネットワークから受信されたアクチベーション要求の結果としてアクチベーションが生じ
てもよい（ＧＰＲＳネットワーク要求のＰＤＰコンテクストアクチベーション）。アクチ
ベーション要求は、ＭＭＳコンテクストをアクチベートしていない移動ステーションにメ
ッセージを配送しなければならないことが観察される場合に、例えば、マルチメディアメ
ッセージサービスセンターによって発生することができる。移動ステーションがネットワ
ークにアタッチするときにそれがＭＭＳコンテクストを常にアクチベートする場合には、
マルチメディアメッセージサービスセンターＭＭＳＣに、移動ステーションがネットワー
クに存在することに関する情報が再び自動的に通知され、ショートメッセージサービスに
関連して実施されたものと同様の個別の「アラームシステム」は、必ずしも必要とされな
い。
【００２６】
マルチメディアメッセージが回路交換ルートに沿って又は従来のＧＳＭネットワークを経
て転送される実施形態では、ＭＭＳコンテクストは、必ずしもアクチベートされなくても
よい。
本発明の第３の好ましい実施形態では、ＭＭＳコンテクストがＧＧＳＮノードを経て形成
され、ここでは、ＰＤＰコンテクストを公知技術に基づいてアクチベートしなければなら
ない。従って、ＭＭＳコンテクストは、アクチベートされなくてもよい。
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【００２７】
図３は、第１の好ましい実施形態においてマルチメディアメッセージを転送するのに必要
なプロトコルに基づくシグナリングを示す。マルチメディアメッセージサービスセンター
と移動ステーションとの間にマルチメディアメッセージを転送するための特定のプロトコ
ルが必要とされる。このプロトコルは、実際の送信プロトコルの上に横たわる。例えば、
移動ステーションＭＳでは、プロトコルがＳＮＤＣＰプロトコルの上に横たわり、そして
マルチメディアメッセージサービスセンターＭＭＳＣでは、ＧＴＰプロトコルの上に横た
わる。図３に示す例では、受信側移動ステーションにおいてＭＭＳコンテクストがアクチ
ベートされると仮定する。ＭＭＳコンテクストがアクチベートされるので、マルチメディ
アメッセージサービスセンターＭＭＳＣは、最新のルート情報を含む。というのは、ＳＧ
ＳＮが、ＭＭＳＣに、「他」のゲートウェイサポートノードＧＧＳＮとして、ＰＤＰコン
テクスト更新要求（ＵｐｄａｔｅＰＤＰｃｏｎｔｅｘｔＲｅｑｕｅｓｔ）を送信すること
によりユーザの移動について通知するからである。又、直接配送条件を満足しそしてマル
チメディアメッセージが配送されると仮定する。これらの条件は、図７を参照して詳細に
述べる。
【００２８】
図３を参照すれば、マルチメディアメッセージがマルチメディアメッセージサービスセン
ターＭＭＳＣに到達している。メッセージの送信者は、好ましくは、ＭＳＩＳＤＮ電話番
号を使用してメッセージを直接送信している。メッセージが別の移動ステーションから送
信された場合には、受信者のアドレスは、ＭＳＩＳＤＮ電話番号だけである。メッセージ
が、例えば、インターネット又はイントラネットのアプリケーションによって送信された
場合には、受信者のアドレスは、例えば、ＭＳＩＳＤＮ＠ｏｐｅｒａｔｏｒ .ｃｏｕｎｔ
ｒｙ、又はｆｉｒｓｔ　ｎａｍｅ．ｌａｓｔ　ｎａｍｅ＠ｏｐｅｒａｔｏｒ．ｃｏｕｎｔ
ｒｙと書くことができる。しかしながら、後者の例のアドレスを使用すると、マルチメデ
ィアメッセージサービスセンターがドメインネームサーバへの接続を有することを必要と
する。又、受信者は、個別の合意された別の方法で指示されてもよい。マルチメディアメ
ッセージサービスセンターＭＭＳＣは、アドレスに対応する移動ステーションの位置を確
立すると、サービスサポートノードＳＧＳＮを経て移動ステーションＭＳへメッセージの
内容を送信し、或いはメッセージが長くてセグメントに分割しなければならない場合には
、その第１セグメントをメッセージ３－１マルチメディアメッセージ配送（ＭＭＳＤｅｌ
ｉｖｅｒ）において送信する。メッセージは、第１の好ましい実施形態では、ＭＭＳＣと
ＳＧＳＮとの間ではＧＴＰプロトコル、そしてＳＧＳＮとＭＳとの間ではＳＮＤＣＰプロ
トコルを用いて転送されるのが好ましい。メッセージ３－１マルチメディアメッセージ配
送は、好ましくは、次の要素、即ち応答経路が存在することを示すパラメータ、メッセー
ジ基準、セグメント番号、最後のセグメントであるかどうか、メッセージ送信者のアドレ
ス、ユーザデータ又はメッセージの実際の内容をいかにコード化するかを示すパラメータ
、そしてサービスセンターがメッセージ及びユーザデータを受信したときの時刻を指示す
るサービスセンターのタイムスタンプを含む。又、メッセージ３－１は、実際のマルチメ
ディアメッセージのサイズを含んでもよい（特に多数のセグメントに分割される場合）。
ＭＳは、例えば、メッセージに使用できるメモリが充分あるかどうか判断するときにこの
情報を使用することができる。これは、個別のコンテクストが形成されないか、又はメッ
セージがユーザに自動的に送信される実施形態において特に有用である。更に、メッセー
ジは、どんなユーザデータであるかを指示するパラメータを含んでもよい。上記パラメー
タにより、移動ステーションは、それがメッセージにおいてテキストを受信したか、ビデ
オ像を受信したか、通常の映像を受信したか、スピーチを受信したか又はその組合せを受
信したかを識別する。又、使用するコードからユーザデータ形式を決定することもできる
。応答経路は、マルチメディアメッセージに関連して使用される応答ルーチンを含む。こ
の応答経路により、加入者によって送られる応答は、ターミナルにデフォールト値として
記憶したマルチメディアメッセージサービスセンターではなく、メッセージが加入者に最
初に配送されたところのマルチメディアメッセージサービスセンターを経て、そのメッセ
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ージを送信した移動ステーションへとルート指定される。上記ルーチンは、加入者が、マ
ルチメディアエンティティのネットワークアドレス、又はメッセージを最初に送信したマ
ルチメディアメッセージサービスセンターを知る必要なく、マルチメディアメッセージに
応答できるようにする。この応答は同じ形式のものでなくてもよい。というのは、映像メ
ッセージに対する応答としてテキストメッセージを送信できるからである。
【００２９】
移動ステーションは、メッセージ３－１を受信すると、好ましくはその受信したメッセー
ジのセグメント番号及び基準を含むメッセージ３－２（ＭＭＳＤｅｌｉｖｅｒＡｃｋ）に
おいて確認を送信する。メッセージ３－２は、サービスサポートノードとマルチメディア
メッセージサービスセンターとの間のＧＲＰプロトコルを使用しそしてＳＮＤＣＰプロト
コルを使用して移動ステーションからサービスサポートノードＳＧＳＮへ送信される。メ
ッセージ対３－１及び３－２は、メッセージの最後のセグメントが配送されるまで送信さ
れる。１つの確認メッセージ３－２は、１つ以上のメッセージ３－１を確認するのに使用
することができる。ネットワークに最も負荷を掛けない実施形態では、移動ステーション
が、同じマルチメディアメッセージに属する全てのセグメントを受信するまで待機し、そ
して単一の確認で全メッセージを確認する。全メッセージが確認されると、マルチメディ
アメッセージサービスセンターは、例えば、メッセージの送信に関する勘定記録を形成し
、そしてメッセージ送信者からのメッセージの配送を確認することができる。
【００３０】
移動ステーションは、マルチメディアメッセージを受信すると、それをメモリに記憶し、
そして受信したマルチメディアメッセージについて移動ステーションのユーザに通知する
か、又は所定のアプリケーションをトリガーする。同時に、移動ステーションは、メッセ
ージの形式及びサイズを指示するのが好ましい。マルチメディアメッセージが多数のセグ
メントにおいて送信される場合には、移動ステーションは、最後のセグメントの記号を識
別し、そしてメッセージを構成することができる。ユーザは、自分に適するときにメッセ
ージを「読み取る」。又、移動ステーションは、マルチメディアメッセージ又はそのメッ
セージを、その後の手段に付随する外部ターミナルに配送することもできる。
【００３１】
又、メッセージ３－２は、例えば移動ステーションが使用可能なメモリを充分に有してい
ない場合には、否定応答（ＭＭＳＤｅｌｉｖｅｒＮａｃｋ）となる。或いは又、移動ステ
ーションが明確な否定確認メッセージを送信することもできる。
マルチメディアメッセージが通常のショートメッセージサービスを経て配送される第２の
好ましい実施形態では、メッセージが、ＬＬＣプロトコルを用いて無線インターフェイス
を経てショートメッセージのシグナリングメッセージとして配送される。
【００３２】
個別のコンテクストが全くアクチベートされないか、又は移動ステーションに到達し得る
ときにＭＭＳコンテクストが常にアクチベートされない実施形態においては、ＭＭＳＣは
、図３のメッセージ３－１及び３－２をどこに送信すべきかを知るために、当該ホーム位
置レジスタＨＬＲからルート情報を検索しなければならない。更に、移動ステーションに
到達し得るときにＭＭＳコンテクストが常にアクチベートされない実施形態では、マルチ
メディアメッセージサービスセンターは、例えば、コンテクストアクチベーション要求（
ネットワーク要求されたコンテクストアクチベーション）を、ルート命令の受信後に移動
ステーションへ送信することができる。コンテクストアクチベーション要求の受信後に、
移動ステーションは、図２に示すようにＭＭＳコンテクストをアクチベートする。或いは
又、ショートメッセージを移動ステーションに送信して、マルチメディアメッセージの受
信について通知することができる。次いで、ユーザは、メッセージをいつ受信してＭＭＳ
コンテクストアクチベーションを開始するのか判断する。
【００３３】
例えば、無線チャンネル環境が悪いか又は移動ステーションがネットワークからログアウ
トしたために、マルチメディアメッセージを移動ステーションに配送できない場合には、
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プロセスがショートメッセージサービスとして処理される。しかしながら、マルチメディ
アメッセージサービスセンターは欠陥について通知され、そしてメッセージは、再送信の
ために記憶される。「アラームシステム」が実施形態に必要とされる場合には、ホーム位
置レジスタＨＬＲは、待機しているマルチメディアメッセージについて通知される。ＨＬ
Ｒは、マルチメディアメッセージサービスセンターにおいてこの加入者に対してマルチメ
ディアメッセージが待機していることを通知するレジスタに必要なデータを更新する。移
動ステーションが次にＧＰＲＳアタッチを行うときには、ホーム位置レジスタＨＬＲは、
マルチメディアメッセージサービスセンターにそれを通知し、該サービスセンターは、次
いで、メッセージの有効期間がまだ有効であると仮定すれば、図３について述べたように
メッセージを配送する。マルチメディアメッセージサービスセンターＭＭＳＣは、古いメ
ッセージをそのメモリから削除する。
【００３４】
図４は、直接配送条件の１つが満足されるときに第１の好ましい実施形態においてマルチ
メディアメッセージを転送するのに必要なプロトコルに基づくシグナリングを示す。これ
ら条件については、図７を参照して詳細に説明する。それ故、マルチメディアメッセージ
は、移動ステーションに直接配送されず、待機しているマルチメディアメッセージについ
て通知するショートメッセージを移動ステーションに送信できるのが好ましい。図４の例
では、ＭＭＳコンテクストがアクチベートされたと仮定する。又、マルチメディアメッセ
ージを配送することができそしてマルチメディアメッセージの有効期間が依然有効である
とも仮定する。
【００３５】
図４を参照すれば、マルチメディアメッセージは、マルチメディアメッセージサービスセ
ンターＭＭＳＣに到達しており、そしてマルチメディアメッセージの受信者に、マルチメ
ディアメッセージの受信について通知しなければならず、これは、自動的に転送すること
ができない。第１の好ましい実施形態では、マルチメディアメッセージサービスセンター
は、ショートメッセージを発生して移動ステーションＭＳへ送信するためのコマンドをメ
ッセージ４－１配送（Ｄｅｌｉｖｅｒ）においてショートメッセージサービスセンターＳ
ＭＳＣに与える。このメッセージは、受信者の電話番号ＭＳＩＳＤＮ、マルチメディアメ
ッセージサービスセンターＭＭＳＣのアドレスＡＰＮ、マルチメディアメッセージ識別子
、及び好ましくは、マルチメディアメッセージのサイズを含む。このメッセージは、マル
チメディアメッセージの内容形式の指示のような他のデータも含んでもよい。より多くの
情報をマルチメディアメッセージからショートメッセージへ追加できるほど、受信者は、
いつメッセージを受信したいかをより良好に結論付けることができる。しかしながら、メ
ッセージ４－１のデータは、ショートメッセージサービスセンターが、ショートメッセー
ジを誰に送信するかそしてどのマルチメディアメッセージサービスセンターからコマンド
を受信したか分かるようにすることが重要である。ショートメッセージサービスセンター
ＳＭＳＣは、メッセージ４－１を受信すると、マルチメディアメッセージサービスセンタ
ーが送信者アドレスとして指示されそしてマルチメディアメッセージ識別子がメッセージ
識別子として指示されるショートメッセージを発生する。或いは又、ＭＭＳＣがショート
メッセージを発生することもでき、この場合、それはメッセージ４－１に含まれる。ショ
ートメッセージがショートメッセージサービスセンターＳＭＳＣにあるときには、ＳＭＳ
Ｃは、受信者のアドレスを調査し、そしてルートアドレス（ＳｅｎｄＲｏｕｔｉｎｇＩｎ
ｆｏＦｏｒＳＭＳ）を加入者のＭＳＩＳＤＮ電話番号に基づきメッセージ４－２において
当該ホーム位置レジスタから要求する。ホーム位置レジスタは、ショートメッセージのた
めの通常のルート命令をメッセージ４－３（ＳｅｎｄＲｏｕｔｉｎｇＩｎｆｏＦｏｒＳＭ
ＳＡｃｋ）においてショートメッセージサービスセンターへ送信し、このメッセージは、
移動ステーションにサービスするサポートノードＳＧＳＮのアドレス、又は移動ステーシ
ョンにサービスする移動交換センターＭＳＣのアドレス、或いはその両方を含む。ショー
トメッセージサービスセンターＳＭＳＣは、公知技術に基づき、移動交換センターＭＳＣ
又はサービスサポートノードＳＧＳＮを通してメッセージ４－４（ＳＭ　ｄｅｌｉｖｅｒ
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ｙ）において移動ステーションへショートメッセージを配送する。
【００３６】
移動ステーションのユーザが自分に対して送られたマルチメディアメッセージを移動ステ
ーションにロードするように決定すると、マルチメディアメッセージをロードするための
コマンドを移動ステーションへ発行する。移動ステーションは、移動ステーションにサー
ビスするサポートノードＳＧＳＮを経て、マルチメディアメッセージサービスセンターの
アドレスへ、マルチメディアメッセージについて通知するショートメッセージにおいて、
メッセージ４－５のマルチメディアサービス要求（ＭＭＳＲｅｑｕｅｓｔ）を送信し、こ
の場合、ショートメッセージにおけるマルチメディアメッセージ識別子がパラメータとな
る。第１の好ましい実施形態では、メッセージは、ＭＳとＳＧＳＮとの間ではＳＮＤＣＰ
プロトコルを使用しそしてＳＧＳＮとＭＭＳＣとの間ではＧＴＰプロトコルを使用して転
送されるのが好ましい。マルチメディアメッセージサービスセンターＭＭＳＣは、それが
メッセージ４－５を受信したときは、移動ステーションのルート情報を既に知っている。
というのは、サービスサポートノードＳＧＳＮからメッセージを受信しているからである
。ここで、マルチメディアメッセージサービスセンターは、メッセージ４－５における識
別子に基づきマルチメディアメッセージをそのメモリから検索する。マルチメディアメッ
セージサービスセンターＭＭＳＣは、メッセージを見つけると、サービスサポートノード
ＳＧＳＮを経て移動ステーションＭＳへメッセージの内容を送信するか、又はメッセージ
が非常に長くてセグメントに分割しなければならない場合には、メッセージ４－６マルチ
メディアメッセージ配送（ＭＭＳＤｅｌｉｖｅｒ）においてその第１セグメントを送信す
る。メッセージ４－６は、図３に示すメッセージ３－１に対応する。移動ステーションは
、メッセージ４－６を受信すると、メッセージ４－７において確認（ＭＭＳＤｅｌｉｖｅ
ｒＡｃｋ）を送信する。メッセージ４－７は、図３に示すメッセージ３－２に対応する。
実際のメッセージの送信及び確認の送信は、マルチメディアメッセージが移動ステーショ
ンに直接送信されたかどうか又はマルチメディアメッセージについて通知するショートメ
ッセージが送信されたかどうかに関わりなく同様である。セグメントに分割されたマルチ
メディアメッセージは、図３において説明したメッセージ対４－６及び４－７を用いて配
送される。メッセージが配送されると、移動ステーションは、図３に示すように受信メッ
セージについてユーザに通知する。
【００３７】
マルチメディアメッセージが到着したときにショートメッセージがユーザに送信されない
（例えば、オペレータがその特徴をサポートせず、ユーザがショートメッセージの送信を
希望しないか、又は第１のマルチメディアメッセージ待機についてしかショートメッセー
ジの送信を希望しない）場合には、マルチメディアメッセージサービスセンターＭＭＳＣ
に待機しているマルチメディアメッセージの属性を問合わせるための特定の動作（ＭＭＣ
状態要求）がユーザに与えられる。待機しているマルチメディアメッセージ及びその識別
子についてユーザに通知されるときには（ＭＭＳ状態応答）、ユーザは、マルチメディア
メッセージサービスセンターからユーザが希望するメッセージのみを検索する。
【００３８】
マルチメディアメッセージの存在時間又は有効時間がもはや有効でない場合には、マルチ
メディアメッセージサービスセンターは、メッセージをもはや配送できないことを移動ス
テーションに通知するのが好ましい。
移動ステーションに到達できたときにＭＭＳコンテクストが常にアクチベートされない実
施形態では、移動ステーションは、例えば、図２に示すように、マルチメディアメッセー
ジをロードするユーザのコマンドに対する応答としてＭＭＳコンテクストアクチベーショ
ンをトリガーするよう構成することができる。又、マルチメディアメッセージサービスセ
ンターは、ＭＭＳコンテクストアクチベーション要求の受信後に移動ステーションへマル
チメディアサービス要求を送信することができ、そしてその受信後に、移動ステーション
が図２に示すようにＭＭＳコンテクストをアクチベートする。
【００３９】
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本発明のある好ましい実施形態では、マルチメディアメッセージ受信者の識別子もメッセ
ージ４－１にアタッチされる。受信者識別子を有する者は、メッセージの正しい受信者で
ある。受信者識別子は、暗号識別子、例えば、エレメントがマルチメディアメッセージの
送信者（例えば、ＭＳＩＳＤＮ）、受信者（例えばＭＳＩＳＤＮ）、内容及び連続番号を
含むようなハッシュであるのが好ましい。又、エレメントは、メッセージ４－１の内容及
びＭＭＳＣ特有の機密値も含むのが好ましい。しかしながら、形成される受信者識別子は
、同じエレメント値を用いて値が計算されるときに同じままである値を含むことができる
。あるエレメントの値が変化する場合には、ハッシュが「不意に」変化し、新たなハッシ
ュを古いハッシュから計算できないようになる。この受信者識別子は、メッセージ４－４
において移動ステーションユーザへ送信され、このユーザは、メッセージ４－５における
受信者識別子を使用して、受信されるべきマルチメディアメッセージ及び正しい受信者を
識別する。これらの実施形態では、他の認証が必要とされない。
【００４０】
図５は、移動ステーションがマルチメディアメッセージを送信したいときに、第１の好ま
しい実施形態においてマルチメディアメッセージを転送するのに必要なプロトコルに基づ
くシグナリングを示す。移動ステーションは、もし必要であれば、メッセージが大きくて
１つのメッセージとして無線インターフェイスを経て転送できない場合に、メッセージを
セグメントに分割することができる。移動ステーションは、サービスサポートノードＳＧ
ＳＮを経てマルチメディアメッセージサービスセンターＭＭＳＣにメッセージの内容を送
信するか、又はメッセージが長くてセグメントに分割しなければならない場合には、その
第１セグメントをメッセージ５－１マルチメディアメッセージ配送（ＭＭＳ　Ｓｕｂｍｉ
ｔ）において送信する。メッセージは、移動ステーションＭＳとサービスサポートノード
ＳＧＳＮとの間ではＳＮＤＣＰプロトコルを使用して、そしてＳＧＳＮとマルチメディア
メッセージサービスセンターＭＭＳＣとの間ではＧＴＰプロトコルを使用して転送される
のが好ましい。メッセージ５－１マルチメディアメッセージ配送は、好ましくは、次の部
分を含む。応答経路が要求されたことを指示するパラメータ、メッセージ基準、セグメン
ト番号、最後のセグメントであるかどうか、メッセージの行先アドレス、ユーザデータ又
はメッセージの実際の内容をいかにコード化するかを指示するパラメータ、メッセージが
受信者へもはや配送されないときを指示するメッセージの有効期間、及びユーザデータ。
更に、メッセージ５－１は、どんなユーザデータであるかを指示するパラメータを含んで
もよい。上記パラメータにより、マルチメディアメッセージサービスセンターは、それが
テキストを受信したか、ビデオ像を受信したか、通常の映像を受信したか、スピーチを受
信したか又はその組合せを受信したかを識別し、そして対応的にそれを受信者に通知する
。コード情報から、マルチメディアメッセージサービスセンターは、同じ情報を結論付け
てもよい。マルチメディアメッセージが別の移動ステーションユーザに対して意図される
場合には、受信者のＭＳＩＳＤＮ電話番号が行先アドレスとして使用されるのが好ましい
。インターネット技術又はｆｉｒｓｔ　ｎａｍｅ．ｌａｓｔ　ｎａｍｅ＠ｘ．ｙ．ｚの形
態に基づくＩＰアドレスは、他の受信者の行先アドレスとして使用することもできる。し
かしながら、後者の形態の使用は、マルチメディアメッセージサービスセンターがドメイ
ンネームサーバと通信して論理名をＩＰアドレスに変更できることを必要とする。
【００４１】
マルチメディアメッセージサービスセンターＭＭＳＣは、メッセージ５－１を受信すると
、好ましくはその受信したメッセージのセグメント番号及び基準を含むメッセージ５－２
において確認（ＭＭＳ　Ｓｕｂｍｉｔ　Ａｃｋ）を送信する。メッセージ５－２は、マル
チメディアメッセージサービスセンターとサービスサポートノードとの間ではＧＴＰプロ
トコルを用いて送信され、そしてサービスサポートノードＳＧＳＮから移動ステーション
ＭＳへＳＮＤＣＰプロトコルを用いて送信される。メッセージ対５－１及び５－２は、メ
ッセージの最後のセグメントが送信されるまで送信される。或いは又、これらメッセージ
対は、図３に示す確認メカニズムに置き換えられてもよい。その後、マルチメディアメッ
セージサービスセンターは、例えば、図３又は４に示すように、受信者へメッセージを送
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信することができる。又、メッセージ５－２は、否定確認（ＭＭＳ　Ｓｕｂｍｉｔ　Ｎａ
ｃｋ）であってもよい。
【００４２】
図２、３、４及び５に示されたシグナリングメッセージは、一例として示されたものに過
ぎず、同じ情報を送信するために多数の別々のメッセージを含んでもよい。又、これらメ
ッセージは、他の情報を含んでもよく、そして自由に組み合わせてもよい。又、メッセー
ジ名を変更することもできる。オペレータ及びシステムに基づき、異なる機能が分散され
た他のネットワーク要素がデータ送信及びシグナリングに関与することもできる。メッセ
ージが、例えば、別のルートを経て移動ステーションＭＳに配送される場合には、図示さ
れた全てのネットワーク要素がシグナリングに関与する必要はない。
【００４３】
第３の好ましい実施形態では、図３、４及び５に示されたシグナリングは、ＳＧＳＮが好
ましくはＧＴＰプロトコルを用いてゲートウェイサポートノードＧＧＳＮへメッセージを
送信し、次いで、ＧＧＳＮが好ましくはＩＰプロトコルを用いてマルチメディアメッセー
ジサービスセンターＭＭＳＣへメッセージを送信するように実行される。第３の好ましい
実施形態では、ショートメッセージサービスゲートウェイＳＭＳＧＷは使用されず、ショ
ートメッセージに代わって、マルチメディアメッセージサービスセンターＭＭＳＣは、小
さな情報メッセージをマルチメディアメッセージ又はデータメッセージとして受信者へ送
信する。或いは又、ＭＭＳＣは、マルチメディアメッセージについて他の何らかのやり方
で通知するコマンドをＧＰＲＳゲートウェイサポートノードＧＧＳＮへ発行することがで
きる。
【００４４】
図６は、ＭＭＳコンテクストがアクチベートされると仮定した場合の第１の好ましい実施
形態におけるマルチメディアメッセージサービスセンターのオペレーションを示す。又、
変化する条件及びオペレータによりセットされる条件は、マルチメディアメッセージサー
ビスセンターに対して決定されることも仮定する。ここで、条件とは、マルチメディアメ
ッセージが満足し、従って、それを受信者へ直接送信することのできる条件を指す。この
ような条件は、例えば、メッセージサイズ、メッセージ内容の形式、受信者の移動ステー
ションのユーザインターフェイス、移動ステーションによりサポートされるコード、及び
移動ステーションのユーザインターフェイスによりサポートされる内容形式を含み、本発
明は、条件の数を限定するものではない。これらの条件は図７にも示されている。又、メ
ッセージの第１セグメントを配送できる場合には、メッセージ全体を配送できるものと仮
定する。
【００４５】
図６は、ステップ６００においてマルチメディアメッセージサービスセンターが移動ステ
ーションＭＳへ送信されるべきマルチメディアメッセージを受信した状態からスタートす
る。ステップ６０１では、受信者のＭＳＩＳＤＮ電話番号がメッセージから区別され、そ
して電話番号に関連した条件及びオペレータにより決定された一般的な条件がステップ６
０２においてサーチされる。ステップ６０３では、条件に基づく値、例えば、メッセージ
サイズ及び形式がメッセージから区別される。ステップ６０４では、オペレータにより決
定されそして電話番号に関連したこれらの値及び条件を満足するかどうかがチェックされ
る。これらの条件を満足すると、マルチメディアメッセージを移動ステーションに直接送
信することができ、それ故、メッセージがステップ６０５においてルート指定される。ル
ート指定は、図３において詳細に説明した。次いで、ステップ６０７では、メッセージが
大きくてセグメントに分割しなければならないかどうか、即ちメッセージを分割しなけれ
ばならないかどうかチェックされる。この分割は、ＧＰＲＳネットワークのＳＮＤＣＰ及
びＧＴＰプロトコルが１５００バイトを越えるメッセージを転送できないために実行され
ねばならない。メッセージを分割しなければならない場合には、ステップ６０８において
セグメント化される。このセグメント化において、メッセージはセグメントに分割され、
それらセグメントは番号付けされそして最後のセグメントがマークされる。メッセージが
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分割されると、第１セグメントがステップ６０９において送信され、そして確認がステッ
プ６１０において受け取られる。又、メッセージがセグメント化されるにつれて、メッセ
ージを徐々に送信することもできる。ステップ６１１において、確認が肯定であり、即ち
セグメントが配送された場合には、次のセグメントがステップ６１２において送信され、
その肯定確認がステップ６１３において受け取られる。次いで、ステップ６１４では、い
ずれかのセグメントが残っているかどうかチェックされる。セグメントが見つかった場合
には、プロセスがステップ６１２へ進み、次のセグメントを送信する。ステップ６１２、
６１３及び６１４で形成されたループは、全てのセグメントが送信されるまで繰り返され
る。次いで、プロセスはステップ６１５へ進み、そこで、メッセージが送信されそして確
認がおそらくメッセージの送信者に送られることが注目される。更に、勘定記録が形成さ
れるか、又は必要なデータが勘定センターに送信される。この解決策は、契約に基づき、
送信者又は受信者或いはその両方に勘定請求できるという効果を与える。これにより、公
知音声メッセージの問題を解消することができる。問題は、メッセージを送信するときの
送信者と、メッセージを受信するときの受信者の両当事者が常に支払をしなければならな
いことである。
【００４６】
ステップ６１１において、受信確認が肯定でないと分かった場合に、プロセスはステップ
６１６へ進み、そこで、移動ステーションがメッセージの有効期間中にネットワークにア
タッチする場合に、メッセージが再送信のためにメモリに記憶される。又、ステップ６１
６におけるメッセージの処理は、否定応答で指示される理由に基づいてもよい。例えば、
メッセージが送信されたときにメッセージの受信をユーザが望まないか又はできない場合
には、メッセージがメモリに記憶される。ユーザがメッセージの受信を望まないか又はで
きない理由としては、例えば、メモリが充分でない、メッセージの形式、メッセージの送
信時間が長い、又は送信者の識別データであることが考えられる。このような状態は、例
えば、ＭＭＳＣで決定された条件が不充分であるか、又は使用する実施形態においてメッ
セージが常に自動的に送信されるからである。又、ユーザは、将来メッセージの受信を希
望しないことを指示することもでき、この場合、メッセージは、もしそれが記憶されてい
れば、メモリから削除される。
【００４７】
ステップ６０７において、メッセージを分割する必要がないことが分かると、最後のセグ
メントがステップ６１７においてメッセージセグメントとして指示され、その後、メッセ
ージがステップ６１８において送信されそしてステップ６１９において確認される。ステ
ップ６２０において、確認が肯定であり、即ちセグメントが配送されたことが観察される
と、プロセスはステップ６１５へ進み、そこで、メッセージが送信されそして確認がおそ
らくメッセージの送信者に送信されることが注目される。ステップ６２０において受信確
認が肯定でないことが観察されると、プロセスはステップ６１６へ進み、メッセージは、
上述したように処理される。
【００４８】
ステップ６０４において１つの条件を満足しないことが観察された場合には、メッセージ
を移動ステーションに直接送信することができない。むしろ、マルチメディアメッセージ
について移動ステーションに通知するショートメッセージがステップ６２１においてショ
ートメッセージサービスセンターＳＭＳＣを通して送信される。ステップ６２２では、マ
ルチメディアメッセージがメモリに記憶され、配送を待機する。ステップ６２３では、メ
ッセージ要求が移動ステーションから受け取られ、そして要求されたメッセージがステッ
プ６２４においてメモリから検索される。次いで、プロセスはステップ６０７へ進み、メ
ッセージを分割しなければならないかどうかチェックし、その後、プロセスは、上述した
ように進む。
【００４９】
メモリに記憶されたマルチメディアメッセージは、その有効期間がもはや有効でないか又
はマルチメディアメッセージが受信者に首尾良く送信された場合にはメモリから削除され
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る。マルチメディアメッセージの有効期間が経過したときにステップ６２３において要求
が受け取られた場合には、メッセージを当然メモリにおいて見つけることができず、移動
ステーションには、メッセージの有効期間がもはや有効でないためにメッセージを配送で
きないことが通知されるのが好ましい。
【００５０】
メッセージの第１セグメントを配送できるが、別のセグメントを配送できない場合には、
メッセージ全体が再送信のためにメモリに記憶される。
図６について上述したステップは、絶対的な時間順序で示されておらず、上記ステップの
一部分を同時に又はずれた順序で実行することもできる。ステップとステップとの間に別
のオペレーションを実行することもできる。幾つかのステップを省略することができ、例
えば、メッセージの確認は、セグメントが送信された後にのみチェックされてもよい。省
略できるステップは、例えば、全てのメッセージが同じ条件を含むときに条件がサーチさ
れるステップ６０２である。
【００５１】
本発明の好ましい実施形態では、マルチメディアメッセージサービスセンターは、マルチ
メディアメッセージのコードを、受信側移動ステーションがサポートするコードに変更す
るか、又はその他送信又はプレゼンテーションにより適した形態に変更することができる
。例えば、ｍｐｅｇコードによってコード化されたメッセージは、マルチメディアメッセ
ージサービスセンターにおいて解除して、ｊｐｅｇコードにより記録することができる。
これらの手段は、ステップ６０７におけるチェックの前に実行されるのが好ましい。本発
明の別の好ましい実施形態では、マルチメディアメッセージサービスセンターは、メッセ
ージがまだパックされない場合に、特定の限界サイズを越えるメッセージをパックするこ
とができる。この手段は、ステップ６０７におけるチェックの前に実行されるのが好まし
い。
【００５２】
本発明は、マルチメディアメッセージのサイズの限定を必要としない。しかしながら、時
々、オペレータ又は受信者は、メッセージのサイズを限定したいことがある。従って、図
６のフローチャートにおいて、例えば、ステップ６０２の後に、マルチメディアメッセー
ジが長過ぎるかどうかチェックされる。もしそうでなければ、プロセスは、図示されたよ
うに進む。もしそうであれば、マルチメディアメッセージは、受信者に配送されない。次
いで、送信者には、サイズが大きいためにメッセージを配送できない旨通知することがで
きる。
【００５３】
受信者識別子の値は、ステップ６２１の前に計算することができ、そしてハッシュのよう
な個別の受信者識別子を使用する実施形態において移動ステーションへ送信することがで
きる。マルチメディアメッセージに加えて、これら実施形態では、ステップ６２２におい
て識別子を記憶することができる。次いで、ステップ６２３において、受信したメッセー
ジは、受信者識別子として個別の値を含み、これに基づいて、正しいマルチメディアメッ
セージがステップ６２４において検索される。
【００５４】
図２ないし６では、マルチメディアメッセージが常にパケットデータとして送信されると
仮定した。ある実施形態では、回路交換データとして移動交換センターＭＳＣを経て送信
することもできる。現在、この解決策は、ユーザがデータコールに対して個別のＭＳＩＳ
ＤＮ電話番号を有することを必要とするが、現在知られているものによれば、この状態は
、データを送信するための個別の電話番号がもはや必要とされないように変化するであろ
う。マルチメディアメッセージをいつ回路交換で送信すべきか及びいつデータ交換モード
にあるかは、オペレータによりセットされた条件、又はユーザにより変更し得る条件に基
づいて判断することができる。更に、ある実施形態では、パケットデータとしての送信が
首尾良くいかなかった場合に、パケットデータとして送信されるよう意図されたマルチメ
ディアメッセージを回路交換データとして転送するよう試みることができる。又、ある実
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施形態では、送信モードを選択することもできる。例えば、テキストを含む小さなマルチ
メディアメッセージをパケット交換メッセージとして受信者へ送信することができる一方
、ビデオ像及びスピーチを含む大きなマルチメディアメッセージを回路交換モードで送信
することができる。又、マルチメディアメッセージは、連結された短いメッセージとして
送信することもできる。
【００５５】
図７は、マルチメディアメッセージサービスセンター及び本発明に関するその重要なオペ
レーションを示す。図７は、本発明のマルチメディアメッセージサービスセンターＭＭＳ
Ｃを示すブロック図である。このマルチメディアメッセージサービスセンターＭＭＳＣは
、移動通信システムの移動ステーションからショートメッセージを受信したりそこへ送信
したりするためのインターフェイス部分Ｌ１を備えている。実施形態に基づき、このイン
ターフェイス部分Ｌ１は、オペレータ内バックボーンネットワーク及びサービスサポート
ノードを経てメッセージを送信すると共に、ショートメッセージサービスセンター又はバ
ックボーンネットワーク及びゲートウェイサポートノードを経てメッセージを送信する。
マルチメディアメッセージサービスセンターＭＭＳＣは、ショートメッセージサービスセ
ンターを他のネットワーク、例えば、インターネット、別のデータネットワーク及び／又
は公衆交換電話ネットワークに接続するためのインターフェイス部分Ｌ２（１つしか図示
されていない）を含む。これらのインターフェイス部分は、マルチメディアメッセージを
送信及び受信できるようにする。これらに加えて、ショートメッセージサービスセンター
は、例えば、図６に示すように転送されるべくマルチメディアメッセージサービスセンタ
ーＭＭＳＣにより受信されたマルチメディアメッセージを転送するアプリケーション部分
ＡＰを含む。
【００５６】
アプリケーション部分ＡＰは、図２、３及び４に示されたシグナリングメッセージを識別
し、そしてメッセージをいかに送信及び受信すべきか知っている。インターフェイス部分
は、低レベルプロトコルの解釈に関与する。更に、アプリケーション部分ＡＰは、配送す
ることのできないマルチメディアメッセージをそのメモリＭに記憶し、そしてマルチメデ
ィアメッセージが首尾良く配送されたとき又は移動ステーションがマルチメディアメッセ
ージの配送を要求するときにそれをメモリから検索する。アプリケーション部分は、移動
ステーションに送信されるマルチメディアメッセージ又はマルチメディアメッセージのセ
グメントが、図３及び４で決定された部分を少なくとも含むということに関与する。アプ
リケーション部分は、メッセージをセグメント化し、即ち図６に示すようにセグメントに
分割することができ、マルチメディアメッセージのサイズが、ネットワーク及びエアイン
ターフェイスに送信されるメッセージの許容最大サイズを越えないようにする。対応的に
、アプリケーション部分は、受信したセグメントから、更なる配送のために全マルチメデ
ィアメッセージをコンポーズすることができる。アプリケーション部分ＡＰは、メッセー
ジの受信者が同じ移動通信システムの別の移動ステーションにある場合には、受信したセ
グメントの全マルチメディアメッセージをコンポーズしないように構成することができる
。しかしながら、このような実施形態では、アプリケーション部分ＡＰは、メッセージの
サイズをセグメントで計算することができる。又、アプリケーション部分ＡＰは、例えば
、メッセージに対して割り当てられたメモリエリアを空きエリアとして指示することによ
り、有効期間が終了するマルチメディアメッセージがメモリから削除されることにも関与
する。削除されたメッセージは、新たなメッセージがその上に書きこまれるまでメモリに
保持することができる。アプリケーション部分は、削除されたメッセージの内容をもはや
見出すことができない。アプリケーション部分は、有効期間を欠いたメッセージにそれを
追加するように構成することができる。又、アプリケーション部分ＡＰは、ＭＭＳコンテ
クストがアクチベートされたかどうかチェックし、そして移動ステーションＭＳへＭＭＳ
コンテクストアクチベーション要求を発生するように構成することもできる。
【００５７】
アプリケーション部分ＡＰは、全てのマルチメディアメッセージ配送に関する永久的な条
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件を含んでいて、通知しなければならないメッセージから送信されるべきメッセージをア
プリケーション部分が直接フィルタできるようにする。これらの永久的な条件は、メモリ
Ｍに配置することができる。又、アプリケーション部分ＡＰは、メモリＭから、マルチメ
ディアメッセージ配送に関する加入者特有の条件及びおそらくそこに配置された永久的な
条件を検索するように構成することもできる。又、アプリケーション部分ＡＰは、加入者
特有の条件がもしホーム位置レジスタに維持されていれば、ホーム位置レジスタからそれ
らに関して問合せするように構成することもできる。又、アプリケーション部分ＡＰは、
マルチメディアメッセージから条件に関する値を区別し、そしてそれら条件を満足するか
どうかチェックするように構成することもできる。それら条件を満足する場合には、アプ
リケーション部分は、マルチメディアメッセージを移動ステーションに直接送信するよう
に構成される。永久的な条件とは、オペレータによって設定される条件であって全てのメ
ッセージに対して同一の条件を指す。加入者特有の条件とは、各加入者ごとに設定される
条件であってターミナル、加入者又はオペレータが限定値を与えることができる条件を指
す。加入者特有の条件をサポートする実施形態の場合には、アプリケーション部分ＡＰは
、条件を更新するように構成される。永久的な条件は、ネットワークマネージメントシス
テムを経て更新されるのが好ましい。
【００５８】
マルチメディアメッセージのサイズ及び形式は、例えば、永久的な条件として使用するこ
とができる。例えば、マルチメディアメッセージのサイズが、条件として決定されたサイ
ズを越える場合には、そのマルチメディアメッセージは直接配送されない。マルチメディ
アメッセージのサイズが、例えば、条件として決定されたものより小さいが、その内容が
、条件として決定されたものと同じでない場合にも、そのマルチメディアメッセージは直
接配送されない。
【００５９】
加入者特有の条件は、ターミナルによりサポートされるコード化モード、ターミナルによ
りサポートされる内容形式、ターミナルにおいて使用可能なメモリの量、マルチメディア
メッセージの優先順位等である。ＭＭＳコンテクストアクチベーションでは、ターミナル
は、コード化モード及び使用可能なメモリの量を指示することができ、この場合に、アプ
リケーション部分ＡＰは、これらの値を、それに対応する条件の値に対応するよう更新す
る。加入者は、例えば、ＷＷＷインターフェイス又はシグナリングメッセージを使用する
ことにより、直接送信されるべきマルチメディアメッセージのサイズのような特定の条件
を更新することができる。次いで、オペレータは、ある加入者に対する条件を決定し、そ
れに基づいて、優先順位が最も高いテキストメッセージがサイズに関わりなく直接送信さ
れねばならない。アプリケーション部分は、最後の条件をチェックすると、相反する条件
を「スキップ」する。従って、これら条件は、異なるレベルのものでよい。条件を設定す
るときには、ＡＮＤ、ＯＲ、ＸＯＲ、ＮＯＴのような論理演算も使用することができる。
本発明は、これらの条件や、それらをいかに形成し又は適用するかを何ら限定するもので
はなく、オペレータによって自由にプランニングすることができる。
【００６０】
マルチメディアメッセージに対して別の配送ルートを選択することのできる実施形態では
、アプリケーション部分ＡＰは、所与のルート条件に基づいて配送ルートを選択し、そし
てその配送ルートに対してルート指定命令を要求するように構成される。ルート条件は、
例えば、次のもの、即ちショートメッセージとして連結されたサイズＸより小さいテキス
トメッセージ、ビデオ像を含みそして回路交換モードにおいてサイズＹを越えるメッセー
ジ、パケット交換モードにおける他のものを含む。
ハッシュのような個別の受信者識別子を使用する実施形態では、アプリケーション部分Ａ
Ｐは、受信者識別子を別のやり方で計算し又は割り当て、そしてマルチメディアメッセー
ジについて知らせるメッセージをそれに追加するように構成される。これらの実施形態で
は、アプリケーション部分は、受信者識別子に基づいてメモリからマルチメディアメッセ
ージを検索するように構成される。
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【００６１】
又、マルチメディアメッセージサービスセンターは、例えば、アプリケーション部分によ
り与えられた命令に基づいてショートメッセージを発生するためのメッセージ発生部分Ｇ
Ｐを含むこともできる。実施形態に基づき、この発生部分ＧＰは、ショートメッセージを
発生するコマンドをショートメッセージサービスセンターに送信することもできる。ショ
ートメッセージが使用されない実施形態では、この発生部分は、配送要求を待機している
マルチメディアメッセージについて通知する小さなマルチメディアメッセージ又はデータ
メッセージを発生することができる。
【００６２】
又、マルチメディアメッセージサービスセンターは、マルチメディアメッセージの内容が
既にパックされたかどうかチェックするパッケージング部分ＰＰを含むこともできる。内
容がパックされていない場合には、パッケージング部分ＰＰは、パッケージングを遂行す
る。従って、転送されるべきデータ量が減少されるので、データは、より効率的に転送さ
れる。パッケージング部分は、例えば、アプリケーション部分を介して、パックされたメ
ッセージを移動ステーションへ送信できるかどうかチェックするのが好ましい。又、パッ
ケージング部分ＰＰは、パックされたメッセージを移動ステーションへ送信できない場合
には、受信したマルチメディアメッセージのパック内容をアンパックすることもできる。
【００６３】
又、マルチメディアメッセージサービスセンターは、コード変換部分ＣＣＰを含むことも
できる。この変換部分は、メッセージコードを解除し、そしてアプリケーション部分によ
り与えられた命令に基づいてメッセージをコード化する。例えば、テキストがＡＳＣＩＩ
８コードでコード化されるが、移動ステーションがＡＳＣＩＩ７コードしかサポートしな
い場合には、変換部分がＡＳＣＩＩ８コードをＡＳＣＩＩ７コードに変換する。従って、
メッセージは、その内容が不変に保たれ且つメッセージがまだ読み取られるようにして、
移動ステーションへ配送することができる。
【００６４】
マルチメディアメッセージサービスセンターのインターフェイス部分Ｌ１、Ｌ２に配置さ
れたインターフェイスは、第１の好ましい実施形態においてデータネットワークに必要と
されるアプリケーションインターフェイス、例えば、インターネット又はイントラネット
ワーク用のＩＰインターフェイス、例えば、移動ステーションＭＳに対し図３、４及び５
に示されたプロトコルを用いて実施されたインターフェイス、ホーム位置レジスタＨＬＲ
用のＭＡＰ／ＳＳ７インターフェイス、サービスサポートノードＳＧＳＮ用のＧＴＰ／Ｉ
Ｐインターフェイス、及び例えば、ショートメッセージサービスセンター用のＣＩＭＤイ
ンターフェイスである。更に、好ましくは送信メッセージの送信者に勘定請求するために
勘定ゲートウェイセンター用としてインターフェイスが必要とされる。又、考えられるイ
ンターフェイスは、ドメインネームサーバ用のインターフェイス及び公衆交換電話ネット
ワーク用のインターフェイスも含む。後者は、マルチメディアメッセージが回路交換デー
タとしてロードされる場合に必要とされる。本発明の第２の好ましい実施形態ではサービ
スサポートノード用のインターフェイスは必要とされない。というのは、マルチメディア
メッセージがショートメッセージサービスゲートウェイＳＭＳＧＷを経て送信されるから
である。しかしながら、ショートメッセージサービスゲートウェイＳＭＳＧＷについては
、Ｘ .２５インターフェイスが少なくとも現在は必要とされる。本発明の第３の好ましい
実施形態では、ホーム位置レジスタについてもサービスサポートノードＳＳＧＮについて
もインターフェイスは必ずしも必要でない。ゲートウェイサポートノードＧＧＳＢは、イ
ンターフェイス、好ましくは、ＩＰインターフェイスを必要とする。
【００６５】
必要とされるインターフェイスは、上記とは異なるものでもよく、オペレーションに関与
するネットワーク要素によりサポートされるプロトコルに依存する。
図３、４、５、６及び７は、ある条件を満足したときに、マルチメディアメッセージが受
信者へ直接送信されることを示すが、条件を満足したことにより間接的な送信を生じさせ
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ても同じ結果が得られることが当業者に明らかであろう。
図８は、本発明に係る移動ステーションの本質的な部分及びその機能を示す。ＧＳＭシス
テム、ひいては、ＧＰＲＳネットワークでは、移動ステーションＭＳは、実際のターミナ
ルと、それに取り外し可能に取り付けられた加入者認識モジュールＳＩＭとで構成される
。この加入者認識モジュールは、移動ステーションに配置されるスマートカードで、これ
は、例えば、加入者を識別するのに関連したデータ、例えば、移動ステーション加入者を
識別する国際移動加入者認識ＩＭＳＩ番号と、移動ステーションにより受信されたショー
トメッセージを記憶するためのある量のメモリとを備えている。実際のターミナルは、ア
ンテナを含むトランシーバＴｘ／Ｒｘと、ユーザインターフェイスＵＩと、コントローラ
ＣＰと、本発明の移動ステーションにマルチメディアメッセージを記憶するためにある量
が割り当てられるメモリＭ１とを含む。
【００６６】
ユーザインターフェイスＵＩは、一般に、キーボードと、ディスプレイと、スピーカと、
マイクロホンとを含み、これらは図８には示されていない。ユーザインターフェイスＵＩ
により、ユーザは、マルチメディアメッセージをコンポーズ、送信、読み取り、探索及び
／又は聴取、削除そして変更し、そして希望するときにコントローラＣＰに他の命令を与
えることができる。１つの命令は、移動ステーションを通して、図４に示すようにマルチ
メディアメッセージの配送を要求するコマンドである。ユーザインターフェイスは、マル
チメディアメッセージコードの解除に関与するのが好ましい。ユーザは、ユーザインター
フェイスを通して、図７に詳細に示した加入者特有の条件に値を与えることができる。
【００６７】
コントローラＣＰは、ユーザインターフェイスから、例えば、図４及び５２ついて述べた
マルチメディアメッセージに関連したインパルスを得る。コントローラＣＰは、加入者に
対してユーザインターフェイスＵＩを経て移動ステーションに到達したマルチメディアメ
ッセージについて、例えば、音声信号及びディスプレイに現れるメッセージ又は記号で移
動ステーションＭＳのユーザに通知するのが好ましい。コントローラは、上記指示に、メ
ッセージのサイズ及び形式についての情報を含ませることができる。又、コントローラＣ
Ｐは、移動ステーション及び／又は移動通信システムのオペレーションに関連した音声信
号、テキスト命令又は命令信号を、ユーザインターフェイスを経て移動ステーションのユ
ーザに与えることもできる。又、コントローラは、マルチメディアメッセージ及びそれに
関連したパラメータについて外部ターミナルに通知することもできるし、或いはマルチメ
ディアメッセージを別の外部ターミナルに転送することもできる。
【００６８】
コントローラは、マルチメディアメッセージ、ショートメッセージ及びシグナリング／制
御メッセージを、トランシーバＴｘ／Ｒｘを経て受信及び送信する。コントローラは、図
２、３、４及び５に示されたメッセージを送信及び受信し、必要なパラメータ及びデータ
を追加し、そしてそのパラメータ及びデータを上述したように解釈するように構成される
。コントローラが何を行うかは、実施形態に依存する。例えば、コントローラＣＰは、Ｇ
ＰＲＳネットワークに登録するときに、又は単にネットワーク又はユーザから受け取った
インパルスに対する応答として、常にＭＭＳコンテクストをアクチベートするように構成
され得る。マルチメディアメッセージがトランシーバＴｘ／Ｒｘに到着すると、コントロ
ーラは、メッセージを受信する前に、マルチメディアメッセージに割り当てられたメモリ
がまだ使用可能であることをチェックすることができる。又、コントローラは、メッセー
ジの形式及びそこに使用されるコードをチェックし、ユーザインターフェイスを経てユー
ザへマルチメディアメッセージを送信するよう確保することができる。これは、コントロ
ーラが、ユーザに送信できないメッセージをメモリに無益に記憶しないという効果を有す
る。ユーザは、有効期間がまだ有効である場合には、ターミナルを変更した後にメッセー
ジを受信することができる。マルチメディアメッセージを受信した後に、本発明による移
動ステーションのコントローラは、メッセージをターミナルメモリＭ１に記憶するのが好
ましい。マルチメディアメッセージが多数のセグメントで送信される場合には、コントロ
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ーラは、セグメントを１つのメッセージにコンポーズした後にそのメッセージを記憶する
。ある実施形態では、コントローラＣＰは、ターミナルがユーザに送信できないマルチメ
ディアメッセージを識別ユニットのメモリに記憶するよう構成することができる。又、コ
ントローラは、ユーザに、マルチメディアメッセージをどこに記憶したいか尋ねるように
構成することもできる。
【００６９】
コントローラは、マルチメディアメッセージについて通知するショートメッセージを他の
ショートメッセージから区別し、そしてユーザインターフェイスを経てのユーザへのデー
タの指示をコンポーズするように構成することができる。他の何らかの方法を使用して、
マルチメディアメッセージについて通知する場合には、コントローラは、使用する指示の
方法に基づいてユーザにデータを送信するように構成される。
マルチメディアメッセージが移動ステーションから送信されるときには、コントローラＣ
Ｐは、必要に応じてメッセージをセグメント化し、そして図５において詳細に述べた必要
なパラメータをメッセージにアタッチする。
【００７０】
コントローラは、条件、例えば、ユーザインターフェイスによりサポートされるコードに
関する情報、データ形式、及び使用可能なメモリを、ＭＭＳコンテクストのアクチベーシ
ョンメッセージに追加するように構成することができる。コントローラは、マルチメディ
アメッセージの最後のセグメントの受信後にコントローラが送信する確認メッセージに対
して使用可能なメモリに関する情報も送信するように構成することができる。
しかしながら、移動ステーションにとって重要なことは、それがマルチメディアメッセー
ジを識別でき、そしてそのメッセージを解釈して、正しい手段の使用によりユーザへ送信
できることである。
【００７１】
上記説明では、マルチメディアメッセージが移動ステーションにより常に受信されると仮
定した。しかし、これは、常にそうでなくてもよい。例えば、訪問先のネットワークエリ
アでは、ローカルインターネットオペレータにより固定ネットワークを経て大きなマルチ
メディアメッセージを検索するのがより効果的である。このような固定ネットワークの使
用は、例えば、ハッシュのような個別の受信者識別子を用いる実施形態を使用して実現さ
れるのが好ましい。
添付図面及びそれを参照した上記説明は、単に本発明を例示するものに過ぎないことを理
解されたい。上述した実施形態は、組み合わせることができ、そしてそのオペレーション
は、互いに結び付けることができる。請求の範囲に記載した本発明の範囲及び精神から逸
脱せずに、種々の変更及び修正が当業者に明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【図１】　第１の好ましい実施形態のテレコミュニケーションシステムを示す図である。
【図２】　ＭＭＳ内容アクチベーションに関連したシグナリングを示す図である。
【図３】　第１の好ましい実施形態においてマルチメディアメッセージの転送に必要なプ
ロトコルに基づくシグナリングを示す図である。
【図４】　　第１の好ましい実施形態においてマルチメディアメッセージの転送に必要な
プロトコルに基づくシグナリングを示す図である。
【図５】　　第１の好ましい実施形態においてマルチメディアメッセージの転送に必要な
プロトコルに基づくシグナリングを示す図である。
【図６】　第１の好ましい実施形態においてマルチメディアメッセージサービスセンター
がいかに動作するかを示すフローチャートである。
【図７】　本発明のマルチメディアメッセージサービスセンターを示す図である。
【図８】　本発明の移動ステーションを示す図である。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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