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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メッセージを少なくとも１つの中央局（１，２，３）と少なくとも１つの端末機器（５
）との間で遠隔通信網（１０）を介して伝送する方法において、
　メッセージ交換を適合装置（１５）によって少なくとも１つの中央局（１，２，３）と
端末機器（５）との間で、端末機器（５）の少なくとも１つの設定に依存して、または少
なくも１つの中央局（１，２，３）の少なくとも１つの設定に依存して制御し、
　前記設定は、メッセージを前記適合装置（１５）から前記端末機器（５）へ伝送するた
めの設定すべき伝送モードとして、プッシュモードまたはプルモードとすることができ、
　メッセージ、特にＥメールメッセージは、プッシュモードおよびプルモードのための要
素を含むことができ、
　前記適合装置（１５）は、前記プッシュモードのための要素を新たなメッセージにまと
め、前記端末機器（５）へ送信し、
　複数の種々異なるデータセットが端末機器（５）のユーザにより、端末機器（５）によ
り実現可能な種々異なる機能に対して設定され、前記種々異なるデータセットは、適合装
置（１５）に配属された記憶装置（２５）に格納され、
　種々異なるデータセットにはそれぞれ１つの識別子が配属され、
　端末機器（５）のユーザによりデータセットを選択し、
　端末機器（５）から、選択されたデータセットを表す識別子を適合装置（１５）に伝送
し、
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　適合装置（１５）にて、受信された識別子を有するデータセットが記憶装置（２５）に
格納されているか否かを検査し、
　受信された識別子に所属するデータセットが記憶装置（２５）に存在する場合、当該デ
ータセットを選択する
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記適合装置（１５）は他の要素をまとめ、前記中央局（１，２，３）へ、特にインタ
ーネットＥメールサーバへ伝送する、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　適合装置（１５）によってメッセージの伝送に対する少なくとも１つの特性、とりわけ
データタイプ、データフォーマットまたは伝送モードが端末機器（５）の少なくとも１つ
の設定、または少なくとも１つの中央局（１，２，３）の少なくとも１つの設定に適合さ
れる、請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　種々異なる中央局（１，２，３）からのメッセージは適合装置（１５）によって、端末
機器（５）により読み取り可能な統一的フォームに変換され、端末機器（５）に伝送され
る、請求項１から３までのいずれか１項記載の方法。
【請求項５】
　適合装置（１５）には少なくとも１つの中央局（１，２，３）から、端末機器（５）に
対してメッセージが到来する際に通知され、
　適合装置（１５）によって端末機器（５）に到達可能であるか否かが検査され、
　到達可能である場合、端末機器（５）へのメッセージの転送プロセスが、プルモードま
たはプッシュモードに設定された前記伝送モードで開始され、
　到達不能である場合には、端末機器（５）が到達可能であることが適合装置（１５）に
より識別されるまでメッセージが記憶される、請求項１から４までのいずれか１項記載の
方法。
【請求項６】
　端末機器（５）の設定に応じて、端末機器（５）に対して少なくとも１つの中央局（１
，２，３）に存在するメッセージを、端末機器（５）へ到達可能な場合、適合装置（１５
）から端末機器（５）に直接伝送するか、または当該メッセージが存在することを端末機
器（５）に適合装置（１５）から通知する、請求項１から５までのいずれか１項記載の方
法。
【請求項７】
　適合装置（１５）により、とりわけ種々異なる中央局（１，２，３）からの複数のメッ
セージを統合して、端末機器（５）に伝送する、請求項１から６までのいずれか１項記載
の方法。
【請求項８】
　適合装置（１５）により、端末機器（５）の設定に応じて、複数のエレメントからなる
メッセージの個々の部分をセグメント化し、処理する、請求項１から７までのいずれか１
項記載の方法。
【請求項９】
　端末機器（５）の少なくとも１つの設定は、データセットの形態で端末機器（５）のユ
ーザにより設定され、適合装置（１５）に伝送される、請求項１から８までのいずれか１
項記載の方法。
【請求項１０】
　データセットに、記憶装置（２５）におけるその格納順序で通し番号を付し、
　データセットのそれぞれの識別子を当該通し番号から形成する、請求項１から９までの
いずれか１項記載の方法。
【請求項１１】
　端末機器（５）および適合装置（１５）でプロトコルを使用し、
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　該プロトコルはメッセージの伝送のために設定された伝送モードに対する機能エレメン
トを含んでおり、
　端末機器（５）に対して到来したメッセージの適切なシグナリングを端末機器（５）で
行わせる、請求項１から１０までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１２】
　請求項１から１１までのいずれか１項記載の方法を実施するための適合装置（１５）に
おいて、
　中央局（１，２，３）への少なくとも１つのインタフェース（１１，１２，１３）と端
末機器（５）へのインタフェース（２０）とが設けられており、
　記憶装置（２５）が設けられており、
　該記憶装置（２５）は、端末機器（５）の少なくとも１つの設定を記憶し、または少な
くとも１つの中央局（１，２，３）の少なくとも１つの設定を記憶し、少なくとも１つの
中央局（１，２，３）と端末機器（５）との間のメッセージ交換を制御し、
　制御部（３０）が設けられており、
　該制御部（３０）は前記メッセージ交換を少なくとも１つの設定に依存して制御し、
　前記制御部（３０）は、メッセージを前記適合装置（１５）から前記端末機器（５）へ
伝送するための、プッシュモードまたはプルモードに設定すべき伝送モードの設定に対応
するように構成されており、
　前記適合装置（１５）は、前記プッシュモードおよび前記プルモードのための要素を含
むことができるメッセージに、特にＥメールメッセージに対応するように構成されており
、
　前記適合装置（１５）は、前記プッシュモードのための要素を新たなメッセージにまと
め、前記端末機器（５）へ送信し、
　複数の種々異なるデータセットが端末機器（５）のユーザにより、端末機器（５）によ
り実現可能な種々異なる機能に対して設定され、前記種々異なるデータセットは、適合装
置（１５）に配属された記憶装置（２５）に格納され、
　種々異なるデータセットにはそれぞれ１つの識別子が配属され、
　端末機器（５）のユーザによりデータセットが選択され、端末機器（５）から、選択さ
れたデータセットを表す識別子が適合装置（１５）に伝送され、
　適合装置（１５）にて、受信された識別子を有するデータセットが記憶装置（２５）に
格納されているか否かが検査され、
　受信された識別子に所属するデータセットが記憶装置（２５）に存在する場合、当該デ
ータセットが選択されることを特徴とする適合装置。
【請求項１３】
　前記適合装置（１５）は、他の要素をまとめ、前記中央局（１，２，３）へ、特にイン
ターネットＥメールサーバへ伝送するように構成されている、請求項１２記載の適合装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は独立請求項の上位概念による、少なくとも１つの中央局と端末機器との間でメ
ッセージを伝送する方法、およびそのための適合装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　中央局と端末機器との間でメッセージを伝送する方法は公知である。
【０００３】
　いわゆるインターネットＥメールサービスでは、メッセージがいわゆるメールクライア
ントにより形成され、ＩＥＴＦ（Internet Engineering Task Force）のＲＦＣ８２１（R
equest for Command）によるいわゆるＳＭＴＰ（Simple Mail Transfer Protocol）によ
り、またはＩＥＴＦのＲＦＣ１８６９によるＥＳＭＴＰ（Enhanced Simple Mail Transfe
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r Protocol）によりインターネットを介して受信者のメールサーバに通知される。メール
サーバから受信者は同様にメールクライアントを用いて、送信されたメッセージにアクセ
スすることができる。送信されたメッセージにアクセスするために相応のプロトコルが使
用される。これは例えばＩＥＴＦのＲＦＣ１７２９によるＰＯＰ（Post Office Protocol
）またはＩＥＴＦのＲＦＣ２０６０によるＩＭＡＰ（Internet Message Access Protocol
）、または製造者固有のプロトコルである。これらのプロトコルは、受信者とメールサー
バとの間のメッセージ交換を制御する。これは例えばメールサーバのメールクライアント
に通知すること、メールクライアントを認証することなどである。メッセージをメールサ
ーバからメールクライアントへ伝送するために、少なくとも１つのＳＭＴＰまたはＥＳＭ
ＴＰが使用される。新たなメッセージがメールサーバに到達したことを記録するために、
メールクライアントは散発的にまたは周期的にメールサーバを参照する。この過程はポー
リングとも称される。メールクライアントがこのようにしてメールクライアントのユーザ
に対してメールサーバにメッセージが存在することを検知すると、メールクライアントは
このことをユーザに通知する。次にユーザは自分のメールサーバにファイルされたメッセ
ージへのアクセスを開始することができる。アクセスの開始はプルモードとも称される。
次にこのメッセージは、メールサーバからメールクライアントに伝送され、そこでユーザ
に対してさらに出力することができる。ここで前記の方法は実質的に常時固定接続に対し
て考えられたものであり、ここではメールクライアントはメールサーバに対して恒久的接
続または比較的短時間だけ中断される接続を有する。ＳＭＴＰは元々、テキストメッセー
ジに対して意図されたものである。ＩＥＴＦのＲＦＣ１５２１によるＭＩＭＥ（Multipur
pose Internet Mail Extensions）によりこのようなメッセージは補遺によって拡張する
ことができる。ここでこの補遺は任意の形式を有することができるが、テキストメッセー
ジに対して設定されたものではない。しかし伝送のためにこの補遺は再符号化され、同様
に単純なテキストメッセージの形式で伝送することができる。
【０００４】
　ＧＳＭ規格（Global System for Mobile Communication）によるＳＭＳサービス（Shor
t Message Service）、すなわちＧＳＭ03.40ＥＴＳＩは、基本的に前記のインターネット
Ｅメールサービスとは異なる。このＳＭＳサービスは、最大長が１６０符号のテキストメ
ッセージにもっぱら制限されており、このような複数のテキストメッセージをチェーン化
することにより拡張される。ＳＭＳサービスはさらに、ＳＭＳ送信者からＳＭＳサーバへ
テキストメッセージが伝送され、ＳＭＳサーバはこのテキストメッセージを自動的に移動
端末機器へ伝送することにも基づく。この方法はプッシュモードとも称される。移動端末
機が移動無線網で、例えば電源が切られているため使用できないと、テキストメッセージ
はＳＭＳサーバに中間記憶される。後の時点で移動端末機に再び到達可能になると、この
ことがＳＭＳサーバに通知され、ＳＭＳサーバは自動的にテキストメッセージを移動端末
機に伝送する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本願発明の課題は、種々異なるサービスの中央局またはサーバを端末機器に適合できる
ようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題は、メッセージ交換を適合装置によって少なくとも１つの中央局と端末機器と
の間で、端末機器の少なくとも１つの設定に依存して、または少なくも１つの中央局の少
なくとも１つの設定に依存して制御することを特徴とする方法によって解決される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】統合マルチメディアメッセージサービスに対する種々の情報網の統合を示す概略
図である。
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【図２】本発明の方法を実施するための本発明の適合装置のブロック回路図である。
【図３】本発明のメッセージ交換に対して必要な、一般的形態のプロトコルレイヤを示す
図である。
【図４】第１の特別実施形態における本発明のメッセージ交換に対するプロトコルレイヤ
を示す。
【図５】第２の特別実施形態における本発明のメッセージ交換に対するプロトコルレイヤ
を示す。
【図６】第３の特別実施形態における本発明のメッセージ交換に対するプロトコルレイヤ
を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　独立請求項の構成を有する本発明の方法および本発明の適合装置は、メッセージ交換が
適合装置によって、少なくとも１つの中央局と端末機器との間で端末機器または少なくと
も１つの中央局の設定に依存して制御されるという利点がある。適合装置によって、種々
異なるサービスの中央局またはサーバを端末機器に適合することができ、その際に端末機
器とそれぞれの中央局との間に直接接続を形成する必要がなく、さらに端末機器とそれぞ
れの中央局との間でサービス固有の、従って中央局によって異なるプロトコルを伝送する
必要もない。本発明の方法と本発明の適合装置によって、相応の中央局は端末機器には見
えず、単に適合装置が見えるだけである。従って端末機器と種々の中央局との間のメッセ
ージ交換に対する種々のサービスは適合装置によって統合され、これにより端末機器と種
々のサービスを実現するための適合装置との間の一体的メッセージ交換が可能となる。た
だ１つの中央局が適合装置に接続されている場合でも、適合装置に接続された中央局が複
数ある場合でもこの利点は得られる。適合装置は、それぞれの中央局と端末機器との間の
メッセージ交換を、端末機器のユーザの設定、端末機器の特性および能力、およびそれぞ
れの中央局の設定に適合することができる。このようにしてメッセージ交換はユーザ設定
に依存して、または中央局と端末機器との間で形成すべき各接続に対する機器特性に依存
して個別かつフレキシブルに適合される。
【０００９】
　適合装置によって、端末機器と相応の中央局との間のメッセージ交換に対するサービス
固有のメルクマールを取りやめて、ユーザ固有のメルクマールと置換することができる。
このユーザ固有のメルクマールは、端末機器へのメッセージの伝送に対して、端末機器な
いしは端末機器のユーザの設定により定義することができる。
【００１０】
　従属請求項に記載された手段によって、少なくとも１つの中央局と端末機器との間でメ
ッセージを伝送するための方法、および独立請求項による適合装置の有利な改善形態が可
能である。
【００１１】
　例えば有利には端末機器のユーザは伝送モードを使用されるサービスに依存しないで設
定することができる。これにより、適合装置を使用して例えばＳＭＳサービスの場合でも
プルモードまたはインターネットＥメールサービスの場合でもプッシュモードを実現する
ことができる。
【００１２】
　適合装置によりとりわけ種々異なる中央局の複数のメッセージが統合され、端末機器へ
種々のモードで伝送されると有利である。このようにしてユーザに対する明瞭性がメッセ
ージ受信時に高まり、端末機器がメッセージの受信のために種々異なる中央局から複数回
アクティブ化されるということが回避される。
【００１３】
　別の利点は、適合装置により端末機器の設定に応じて複数の要素からなるメッセージの
個々の部分がセグメント化され、処理されるということである。このようにして、ユーザ
が端末機器で入力する必要のないメッセージを、このようなメッセージの処理に対する設
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定が変化しない限り自動的にユーザ固有に前処理することができる。
【００１４】
　特に有利には複数の種々異なるデータセットを端末機器のユーザにより、端末機器によ
り実現可能な種々の機能に対して設定し、適合装置に配属された記憶装置にファイルする
のである。このようにしてそれぞれの中央局と端末機器との間のメッセージ交換が適合装
置を介して種々の端末機器コンフィギュレーションの特性および能力に適合される。デー
タセットを記憶装置にファイルすることによってこれらのデータセットを端末機器と適合
装置との間の接続形成の度ごとに伝送する必要がなくなり、単に記憶装置で選択すれば良
い。このことにより伝送容量が節約される。
【００１５】
　端末機器のユーザによりデータセットを選択し、端末機器から選択されたデータセット
を表す識別子を適合装置に伝送し、適合装置でデータセットが受信された識別子と共に記
憶装置にファイルされているか否かを検査し、受信された識別しに所属するデータセット
が記憶装置に存在する場合にはこのデータセットを選択すると有利である。このようにし
て所望のデータセットの選択のためには相応の識別子を端末機器から適合装置へ伝送すれ
ばよい。これにより所望のデータセットの選択に必要な伝送すべきデータ量が最小となり
、伝送能力に影響を与えることが最小となる。
【００１６】
　特に有利にはデータセットをその記憶装置でのファイル順序で通し番号を付し、ここで
データセットのそれぞれの識別子をこの通し番号から形成する。このようにして非常に簡
単かつ面倒なしで識別子を形成することができる。ここではこのようにして形成された識
別子はそれぞれ番号として構成されており、従ってその伝送のための伝送容量は僅かしか
必要ない。
【実施例】
【００１７】
　本発明の実施例が図面に示されており、以下詳細に説明する。
【００１８】
　ＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunication System）の標準化の枠内で、現在の
ところ刊行物 "Multimedia Messaging Service, Functional Description", 3GPP TS 23.
140, v.0.1.0, 3GPP Technical Subgroup Terminals, 1999-10 にはマルチメディアメッ
セージサービス（ＭＭＳ）が詳しく述べられている。ＭＭＳは、現在のＧＳＭにおけるＳ
ＭＳサービス（ＳＭＳ： Short Message Service; ＧＳＭ： Global System for Mobile 
Communications）から出発し、メッセージを例えば移動電話として構成された端末機器５
によって送信および受信することを可能にするサービスである。
【００１９】
　現在のＳＭＳサービスは１メッセージ当たり最大で１６０文字に制限されており、単に
テキストが伝送されるだけである。すなわち、使用することのできる文字セットが制限さ
れている。
【００２０】
　ＳＭＳ以外にＭＭ（Multimedia Message）ではテキストの大きさも表示も制限されてい
ない。その代わりにＭＭは多種多様のメディアタイプをサポートする。
【００２１】
　中央機能はＭＭＳサービスではＭＭＳリレーと称される適合装置１５に適している。こ
のエレメントは種々のメディアを介してサーバまたはサービスプロバイダーと称される種
々の中央局１，２，３、例えばメールサーバ、ファックスサーバ、ボイスメールサーバ、
ＭＭＳサーバ等に接続することができる。これは端末機器５のユーザが前記サーバに存在
するすべての情報／メッセージにアクセスできるようにするためである。ＭＭＳリレー１
５を介して端末機器５のユーザは、メールサーバにある自分のメール、ファックスサーバ
で待機しているファックス、およびボイスメールボックスでの自分宛の音声メッセージに
アクセスする。
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【００２２】
　しかしメッセージの受信の他に、移動ユーザがメッセージを作成し、これをＭＭＳリレ
ー１５を介して所望の受信者へ送信することも考えられる。
【００２３】
　図１は、ＭＭＳＥ（Multimedia Messaging Service Environment）をどのように例えば
ＵＭＴＳ規格（Universal Mobile Telecommunications System）またはＧＳＭ規格（Glob
al System for Mobile Communications）による移動無線システムに対して設けることが
できるかが概略的に示されている。ＭＭＳＥはここで、種々の新しいサービスおよび既存
のサービス、例えば移動無線電話、固定網電話、インターネット等が統合され、個々のサ
ービスが種々のネット内でこれまでのように分離されないシステムである。ここでは移動
無線電話サービスが図１に２つの移動無線網に基づいて示されている。これら移動無線網
はそれぞれ「セルラーネットワーク」と称される。固定網電話サービスが図１に固定網と
して示されており、「固定ネットワーク」と示されている。インターネットサービスは図
１にはインターネットとして示されている。ここでＭＭＳＥは図１の例によれば図示のす
べてのネットワークまたはサービスに関連する。このためにＭＭＳＥは種々のサービスエ
レメントを含み、このサービスエレメントは図示のネットワークの任意の１つにフレキシ
ブルに実現することができる。
【００２４】
　このようなサービスエレメントはすでに述べたように図２の適合装置である。適合装置
１５は制御部３０を有し、この制御部には記憶装置２５が接続されている。さらに制御部
３０には、端末機器５への第４のインタフェース２０が接続されている。ここで第４のイ
ンタフェース２０は例えばエアインタフェースまたは無線インタフェースであり、端末機
器５は無線電話の形態の移動端末機とすることができる。データを端末機器５と第４のイ
ンタフェース２０との間で交換することは遠隔通信網１０を介して行われ、この遠隔通信
網は、第４のインタフェース２０が無線インタフェースとして構成され、端末機器５が移
動端末機器として構成されている場合には、移動無線網として構成することができる。し
かし遠隔通信網１０が固定網であり、端末機器５並びに第４のインタフェースがワイヤ接
続されていても良い。しかし以下の例では、第４のインタフェース２０が無線インタフェ
ースであり、端末機器５が移動端末機器である例について説明する。
【００２５】
　制御部３０にはさらに第１のインタフェース１１，第２のインタフェース１２および第
３のインタフェース１３が接続されている。第１のインタフェース１１を介して第１の中
央局１が適合装置１５に接続されている。第２のインタフェース１２を介して第２の中央
局２が適合装置１５に接続されている。第３のインタフェース１３を介して第３の中央局
３が適合装置１５に接続されている。
【００２６】
　ここで各中央局１，２，３は１つまたは複数のサービスを提供する。中央局１，２，３
から提供されたサービスはここに説明する実施例では相互に異なる。中央局１，２，３の
１つからのサービスを使用できるようにするために、端末機器５はそれぞれサービス固有
の接続を相応の中央局に対して形成する必要はない。そうではなく端末機器５は、使用す
べきサービスのために適合装置１５への接続を形成し、適合装置は中央局１，２，３の種
々のサービスを端末機器５に対して統一的フォームで変換する。この統一的フォームは端
末機器５ないしは端末機器５のユーザにより設定することができ、データセットの形態で
端末機器５から遠隔通信網１０を介して適合装置１５に伝送され、記憶装置２５にファイ
ルされる。
【００２７】
　以下、第１の中央局１は電子メールサービス、例えばＥメールに対して設けられている
とする。第２の中央局２は例としてＳＭＳサービスに対して設けられており、第３の中央
局３は例としてファクスメールサービスに対して設けられている。端末機器５から例とし
て記憶装置２５に設定を記憶することができる。その後、メッセージは適合装置１５から
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端末機器５へＳＭＳメッセージの形態で伝送されるものとする。反対に別の実施例では相
応に、ＳＭＳメッセージをＥメールの形態で適合装置１５から端末機器５へ伝送すること
もできる。さらに記憶装置２５にファイルされた端末機器５の設定は、メッセージが適合
装置１５から端末機器５へ前記のプルモードで伝送されるように、すなわち端末機器５に
よる要求があったときだけ伝送されるようにすることもできる。第１の中央局１で端末機
器５に対して到来するメッセージは、第１の中央局１の相応のシグナリングに基づいて制
御部３０により識別される。続いて端末機器５には適合装置１５の側から遠隔通信網１０
を介して、端末機器５に対するメッセージが第１の中央局１に存在することがシグナリン
グされる。相応の要求信号を遠隔通信網１０を介して送信することにより、端末機器５は
これに基づいて適合装置１５に第１の中央局１に存在するメッセージの伝送を要求する。
制御部３０は、この要求信号を検知すると、第１の中央局１に端末機器５に対して存在す
るメッセージを転送させる。このメッセージが例えば電子ポストメッセージとして存在す
れば、制御部３０はこれを識別する。記憶装置２５にファイルされている端末機器５の設
定に従い、制御部３０は電子ポストメッセージを１つまたは複数のＳＭＳメッセージに変
換する。これは電子ポストメッセージの長さに応じて行われる。このＳＭＳメッセージは
必要に応じ、例えば端末機器５が一時的に遠隔通信網１０を介して通信不能であるときに
同様に記憶装置２５に中間記憶することができる。適合装置１５から端末機器５へのＳＭ
Ｓメッセージの伝送は端末機器５に到達可能なときに行われる。ただしすでに述べたよう
に要求信号が制御部３０により検知された場合である。
【００２８】
　相応にして制御部３０は、第３の中央局３から第３のインタフェース１３を介して受信
されたファックスメールメッセージを１つまたは複数のＳＭＳメッセージに変換し、これ
を端末機器５による要求に応じて第４のインタフェース２０および遠隔通信網１０を介し
て端末機器５へ送信する。
【００２９】
　第２の中央局２から第２のインタフェース１２を介して適合装置１５で受信されたＳＭ
Ｓメッセージは制御部３０により、そのように識別され、従って変換する必要はなく、前
述のプルモードで端末機器５による要求に応じて第４のインタフェース２０と遠隔通信網
１０を介して端末機器５へ伝送することができる。
【００３０】
　相応にして制御部３０は、端末機器５から遠隔通信網１０と第４のインタフェース２０
を介して適合装置１５で受信されたメッセージを識別することができ、このメッセージに
よりアドレシングされた中央局の設定に従い、この中央局に所望される形式に変換され、
この中央局に伝送することができる。これは例えばボイスメールボックス上のテキスト、
またはファックス上のテキストである。相応する中央局により行われた設定も同様に記憶
装置２５に記憶することができる。そこでは複数の中央局の設定を記憶することができる
。
【００３１】
　以下、本発明を図３のプロトコルレベルに基づいて説明する。端末機器５はここでＭＭ
Ｓクライアント（Multimedia Message Service）としても示されている。適合装置１５は
図３に従い、およびすでに説明したようにＭＭＳリレーとしても示されている。適合装置
１５には図３の例では、第１の中央局１が接続されている。この第１の中央局はＭＭＳサ
ーバとしても示されている。端末機器５と適合装置１５との間のエアインタフェースとし
ての第４のインタフェース２０は図３にはＵｕにより示されている。第１の中央局１を適
合装置１５に接続するためのこの第１のインタフェース１１は図３にはＩＰインタフェー
ス（Internet Protocol）として示されている。ここでは、適合装置１５と、この実施例
では適合装置１５に接続されるすべての中央局に対する代表として選択された第１の中央
局１とが、既述のＭＭＳＥを形成する。
【００３２】
　ＭＭＳサーバとＭＭＳリレー１５は必ずしも図３に示すように相互に分離していなけれ
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ばならないわけではなく、１つの物理的ユニットを形成することもできる。図３によるＭ
ＭＳリレー１５とＭＭＳサーバとの分離、ないしは２つのエレメントの分散構成は、ＭＭ
ＳサーバがインターネットＥメールサーバであるときに特に有利である。この場合、ＭＭ
Ｓリレー１５とＭＭＳサーバは通常のプロトコルレイヤを介して相互に接続される。ここ
でＭＭＳリレー１５はエアインタフェースＵｕの側に第１のプロトコルレイヤシーケンス
を有する。このプロトコルレイヤシーケンスは端末機器５のプロトコルレイヤシーケンス
に相応する。さらにＭＭＳリレー１５は第２のプロトコルレイヤシーケンスをＩＰインタ
フェース側に有する。この第２のプロトコルレイヤシーケンスは第１の中央局１のプロト
コルレイヤシーケンスに相応する。ここでＭＭ転送プロトコル（Multimedia Messaging）
により一般的に上位プロトコルレイヤが示される。この上位プロトコルレイヤは例えばＳ
ＭＴＰまたはＥＳＭＴＰとして、または製造者固有に構成することができる。ここでエア
インタフェースＵｕの側のＭＭ転送プロトコルはＩＰインタフェースの側のＭＭ転送プロ
トコルとは異なることができる。従って図３では、エアインタフェースＵｕの側のＭＭ転
送プロトコルをＩによって示し、ＩＰインタフェースの側のＭＭ転送プロトコルをＩＩに
よって示すことにより、このことを考慮する。ここで例えばＭＭ転送プロトコルＩＩはＳ
ＭＴＰとして、ＭＭ転送プロトコルＩはＳＭＳメッセージを伝送するためのプロトコルと
して構成することができる。これは図２に説明した適用を実現するためである。上側レイ
ヤはＩＰインタフェースの側では、ＭＭ転送プロトコルＩＩとＴＣＰ／ＵＤＰ（Transmis
sion Control Protocol / User Datagram Protocol）に分けられている。下側レイヤは一
般的に下位レイヤとして示されており、一方では適合装置１５と端末機器５との間、他方
では適合装置１５と相応の中央局との間の接続形成および接続調整に用いられる。この下
位レイヤは同様に、相応のインタフェースを介して伝送すべきメッセージの形式に適合さ
れている。従って例えばＩＰインタフェースに所属する下側レイヤは図３ではＩＰ（Inte
rnet Protocol）およびさらに下の下位レイヤとして構成されている。
【００３３】
　ここでＭＭＳリレー１５は、ＭＭＳサーバとＭＭＳクライアントとの間のメッセージ交
換の適合を行う。ここでＭＭＳサーバからＭＭＳクライアントに送信すべきメッセージに
対しては、ＩＰインタフェースに所属するＭＭＳリレー１５の第２のプロトコルレイヤシ
ーケンス４０が下から上に連続している。続いてメッセージの変換が端末機器５の設定に
従いＭＭＳリレー１５で行われる。これに基づきこのように変換されたメッセージが、エ
アインタフェースＵｕに配属されたＭＭＳリレー１５の第１のプロトコルレイヤシーケン
ス３５を上から下へ経過し、これによりメッセージをＭＭＳクライアントに送信すること
ができる。相応に反対方向で、ＭＭＳクライアントからＭＭＳリレー１５を介してＭＭＳ
サーバに伝送すべきメッセージに対してプロトコルおよびメッセージの変換を実行するこ
ともできる。第２の中央局２および第３の中央局３のプロトコルレイヤシーケンスはそれ
ぞれ、図３の第１の中央局１のプロトコルレイヤシーケンスとは異なっていても良い。こ
こで第２のインタフェース１２と第３のインタフェース１３にはＭＭＳリレー１５の側で
それぞれ固有の第２のプロトコルレイヤシーケンス４０が割り当てられており、このプロ
トコルレイヤシーケンス４０は接続された中央局のプロトコルレイヤシーケンスに相応す
る。このようにして、第１のインタフェース１１，第２のインタフェース１２および第３
のインタフェース１３によって３つの異なるプロトコルレイヤシーケンスをＭＭＳリレー
１５の側で実現することができ、これらのプロトコルレイヤシーケンスは接続された中央
局のプロトコルレイヤシーケンスにそれぞれ相応する。図３に説明した構成で重要なこと
は、ＭＭＳクライアントがＭＭＳリレー１５を介して１つまたは複数のＭＭＳサーバと通
信すること、およびその反対方向で通信することである。ここで図示の構造によって、種
々異なるネットワークからなる、ないしは種々異なるサービスに対する複数の種々のＭＭ
Ｓサーバまたは中央局をフレキシブルに統合することができる。これらのサービスは例え
ば、セルラー方式移動無線網を介して実現されるファックス・メールサービスまたはボイ
スメールサービス、およびインターネットを介して実現されるＥメールサービスである。
適合装置１５によって端末機器５には、これが移動無線機器としてＧＳＭ規格に従い構成
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されている場合、移動無線固有の機能、例えばＳＭＳサービスを付加的に実現するために
、標準メールサービスの使用を提供することができる。この標準メールサービスは、所要
のプロトコル、方法およびＭＭＳサーバを備えるＩＥＴＦのインターネット規格に従うも
のである。
【００３４】
　ＭＭＳリレー１５により実行すべ機能は複数のグループに分けられる。このような機能
の第１のグループは、種々のサービスないし種々のＭＭＳサーバの統合を適合装置１５に
よって可能にする。異なるサービス、例えばＥメール、ボイスメールまたはファックスメ
ールのＭＭＳサーバはそのメッセージをＭＭＳリレー１５を介して端末機器５へ送信する
。ＭＭＳリレー１５はこれらのメッセージを統一的フォームに変換する。ここでは種々異
なるデータフォーマットを変化することが必要な場合もある。これは例えばファックスメ
ールフォーマットをグラフィックフォーマットに変換することである。しかし付加的にま
たは択一的に、このようなメッセージのデータタイプを変化することが必要な場合もある
。これは例えばテキストメッセージをボイスメールメッセージに変換し、これによりテキ
ストメッセージを端末機器５で音響的に再生できるようにする場合である。
【００３５】
　ＭＭＳリレー１５における機能の第２のグループは、端末機器５に遠隔通信網１０によ
って適合装置１５から到達できるか否かを検出するために必要である。このためには、Ｍ
ＭＳリレー１５が別のメッセージ要素、例えばＨＬＲ（Home Location Register）への接
続を有し、端末機器５が遠隔通信網１０で通話申請しているか、ないしは使用可能である
かについての情報を得ることが必要である。相応の端末機器５に到達不能であれば、転送
すべきメッセージを記憶装置２５に記憶しなければならない。端末機器５に再び到達可能
になり、ＭＭＳリレー１５がこのことを前記のネットワーク要素を介して知ると直ちに、
ＭＭＳリレー１５は以前にメッセージの記憶により中断された転送プロセスを継続する。
【００３６】
　機能の第３のグループは、メッセージを適合装置１５から端末機器５へ伝送するために
調整すべき伝送モードに関する。ここでは一方で、メッセージを適合装置１５から端末機
器５へ直接、プッシュモードで伝送することが可能でなければならない。また他方で、端
末機器５は単に適合装置１５からだけ、端末機器５に対してメッセージが適合装置１５ま
たは所属の中央局１，２，３の１つにファイルされていることについての情報を受けるこ
とができるようにすべきである。このメッセージは端末機器５で適合装置１５を介して呼
び出されるか、または他のメールシステムにさらに転送される。この伝送モードは前述の
プルモードに相応する。どの伝送モードをどのメッセージに対して、ないしはメッセージ
のどのデータタイプに対して適用するかは、端末機器５のユーザがデータセットを用いて
設定することができ、ユーザはこのデータセットを適合装置１５に送信することができる
。このようなデータセットはプロフィールとも称される。ＭＭＳリレー１５が端末機器５
に対する新たなメッセージの到来を中央局１，２，３の１つで識別するか、またはＭＭＳ
リレー１５に中央局１，２，３の１つによりシグナリングされると、ＭＭＳリレー１５は
記憶装置２５にファイルされたプロフィール登録に依存して、どの伝送モードでメッセー
ジを端末機器５へ伝送すべきか、すなわち例えばプッシュモードかプルモードかを検査す
る。設定された伝送モードに相応して、次に端末機器５へのメッセージの伝送が制御部３
０により制御される。
【００３７】
　適合装置１５の機能のさらなるグループは、メッセージのセグメント化または統合に関
するものである。メッセージは複数のエレメントからなることができる。すなわち種々異
なる添付を含むことのできるＥメールである。ＭＭＳリレー１５はメッセージの各エレメ
ントを個別に処理する。すなわち場合により、メッセージの個々のエレメントは端末機器
５へさらに導通され、他方で記憶装置２５に記憶され、再び他方が消去されるかまたは別
のメールシステムにさらに導かれる。この方法はメッセージのセグメント化と称される。
相応にしてメッセージを新たに種々異なる中央局１，２，３のメッセージエレメントから
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統合することもできる。ここで例えば中央局１，２，３に到来し、端末機器５へプッシュ
モードで伝送すべき新たなすべてのエレメント、および中央局１，２，３に到来しプルモ
ードで端末機器５へ伝送すべきすべてのメッセージエレメントをそれぞれ１つのメッセー
ジに統合し、相応の伝送モードで端末機器５へ伝送することができる。同じアドレスであ
るが、例えば別のメースシステムでさらに伝送すべきすべてのメッセージエレメントをた
だ１つのメッセージに統合し、このメールシステムへさらに伝送することができる。メッ
セージを同じ伝送モードで端末機器５へ伝送すべき場合に、種々異なる中央局のメッセー
ジを１つの共通のメッセージに統合すべきか否かも同様にユーザ定義されたプロフィール
により設定することができる。同じことが、ただ１つの中央局から端末機器５に対して受
信された複数のメッセージエレメントからなるメッセージのセグメント化に対しても当て
はまる。ここでは端末機器５のユーザによりプロフィールを用いて、このようなメッセー
ジのメッセージエレメントのどのデータタイプまたはどのデータフォーマットを前記フォ
ーマットのどれで個別に処理すべきかを設定することができる。例えばメッセージエレメ
ント全体をビデオフォーマットで、ビデオデータを再生することのできる別のメールシス
テムの別の端末機器に伝送することもできよう。テキストメッセージを有するメッセージ
エレメントはこの実施例では、プロフィールにしたがって端末機器５への送信のために設
けられることができ、ファックス形式のメッセージエレメントをプロフィールに従いこの
実施例で、後での呼び出しのために記憶装置２６での記憶のために設けることもできる。
【００３８】
　端末機器５に対して相応に第１の中央局１に到来する、上記のような添付またはメッセ
ージエレメントを備えたメッセージは次に、ユーザ定義され記憶装置に記憶されているプ
ロフィールに従いセグメント化される。これによりこのメッセージの個々のメッセージエ
レメントをプロフィールの設定に相応して上記のように処理することができる。
【００３９】
　一般的にはユーザ定義されたプロフィールはデータセットであり、このデータセットは
端末機器５のユーザによって設定され、ＭＭＳリレー１５の記憶装置２５に記憶される。
このデータセットはＭＭＳリレー１５の特性を定め、どのメッセージまたはメッセージエ
レメントを直接、ないしは呼び出し後に、すなわちプッシュモードでまたはプルモードで
端末機器５に伝送するか、どのメッセージまたはメッセージエレメントを自動的に別のメ
ールシステムにさらに供給するかまたは消去するか、どのメッセージまたはメッセージエ
レメントを別のフォーマットに変換するか等を設定する。メッセージまたはメッセージエ
レメントに対してプロフィールによって設定された処理を行うことができるようにするた
め、これらのメッセージまたはメッセージエレメントを相互に区別し、同定できなければ
ならない。メッセージまたはメッセージエレメントを同定するための種々の特徴は例えば
データタイプ、すなわちファックスメール、ボイスメール、Ｅメール等と、メッセージま
たはメッセージエレメントの大きさである。メッセージまたはメッセージエレメントのデ
ータタイプと大きさは、ここでは制御部３０により適切かつ当業者に公知の形式で、例え
ばメッセージまたはメッセージエレメントに添付された、必要な記載を有するヘッド情報
の評価により検出される。プロフィールはまた、ユーザにより調整できない端末機器固有
の設定を含むことができる。この設定は、端末機器５で使用されるリソース、例えば端末
機器５の表示装置のグラフィック能力、端末機器の記憶容量等を周辺条件として設定する
。しかしユーザが自分で、端末機器５により実現されるどの機能をプロフィールに取り込
むかを設定するように構成することも出来る。刊行物 "Composite Capability/Preferenc
e Profiles (CC/PP): A User side framework for content negotiation", W3C Note, 27
. July 1999 からすでに、ユーザがどのように自分のプロフィールを設定し、変更できる
かが公知である。
【００４０】
　このようなプロフィールが複数存在しており、端末機器５の種々の表示装置の能力、ま
たは種々の端末機器コンフィギュレーションの能力を一般的に考慮することもできる。こ
のことは端末機器５に外部要素、例えば固有の表示装置を接続することにより可能となる
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。このような外部要素は例えばラップトップである。
【００４１】
　瞬時のプロフィールに対する調整は通常、ユーザが瞬時に使用する端末機器５の機能性
に依存している。現在よりもさらに将来は移動ユーザが外部機器を例えば携帯電話または
移動無線機器として構成された移動端末機５と接続することができるようになるから、端
末機器５によって実現可能な瞬時の能力を必要に応じてまたはサービスに応じて変更する
ことができる。移動性、機器のサイズおよびスタンバイ時間の関係から、多数の移動機器
が将来も基本的な機能性を提供するであろう。しかしこの機能性をユーザは拡張すること
ができる。この拡張は、ユーザが例えば電子メモ帳または電子オーガナイザを移動端末機
５と結合することにより行われる。
【００４２】
　端末機器５のユーザが瞬時のプロフィールにおいて変更を行おうとする場合、上記の刊
行物"Composite Capability/Preference Profiles (CC/PP) : A user side framework fo
r content negotiation"は帯域の広い効率的な解決法をこれに対して提供する。この例で
は移動無線網として構成されるべき遠隔通信網１０を介して移動端末機器５は以前のプロ
フィールに対する変更だけを記憶装置２５に伝送する。この記憶装置２５はプロフィール
データベースとも呼ばれ、適合装置１５の外部にこの適合装置に接続され割り当てられて
配置されていてもよい。しかし、記憶装置２５は図２に図示されているように適合装置１
５に配置されていてもよい。よって、完全な瞬時のプロフィールを伝送する必要はない。
とはいっても、端末機器５の使用可能な機能の変更の際には例えば他の機器の端末機器５
への接続に基づいて少なくとも以前のプロフィールに比べて変更されたプロフィールデー
タを適合装置１５に伝達する必要がある。
【００４３】
　従って、本発明では、端末機器５のユーザに複数又は任意の数の異なるプロフィールを
許可することを提案する。どの外部機器をユーザが自分の移動端末機器５に接続するかに
応じて、すなわちどの機能がユーザにとって瞬時に使用可能になるかに応じて、ユーザは
適切なプロフィールをユーザのプロフィールのリストから選択できることになる。
【００４４】
　このために、異なるプロフィールを有するリストがプロフィールデータベース２５に格
納される。これらのプロフィールの各々において、ユーザは、どの機能がユーザにとって
使用可能になるか及びどの特性をＭＭＳサービスがこのプロフィールにおいて持つべきか
を決定する。
【００４５】
　これらのプロフィールの各々に対してユーザはできるだけ一意的で明確なプロフィール
ネームを与えることができる。移動端末機器５とプロフィールデータベース２５との間で
は付加的な識別子が例えば数字の形式でこれらのプロフィールの各々に対して取り決めら
れ、この結果、各プロフィールのプロフィールネームに対する、すなわち相応のプロフィ
ールの内容に対する識別子の一意的なマッピングが可能である。
【００４６】
　移動端末機器５とプロフィールデータベース２５との間でこのような識別子を取り決め
る簡単なやり方は、例えばこれらをプロフィールデータベース２５の格納の順番でナンバ
リングすることである。移動端末機器５のユーザによって予め設定された全プロフィール
は初期化フェーズにおいて端末機器５から遠隔通信網１０を介して適合装置１５乃至はプ
ロフィールデータベース２５に伝送され、プロフィールデータベース２５において例えば
それらの到着の順番で格納される。ユーザによって定義された乃至は予め設定された更に
別のプロフィールはこれより後の時点に端末機器５から上記のやり方でプロフィールデー
タベース２５に伝送され、そこで例えばそれらの到着の順番で格納される。
【００４７】
　よって、ＧＳＭ移動無線機器として構成された端末機器５のユーザは例えば第１のプロ
フィールを決定し、このユーザがこの第１のプロフィールにネーム"ｐｕｒｅ ＧＳＭ（Ｓ
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ＭＳ ｏｎｌｙ）"を与えることができる。この場合、このプロフィールにおいて、ユーザ
は、このユーザのＧＳＭ移動無線端末機器５がＳＭＳだけをサポートし、それゆえこのユ
ーザがこのユーザ宛てにインターネットＥメールサーバに存在するＥメールを自動的に送
付されて受け取るのではなく、この場合むしろインターネットＥメールサーバに放置して
おこうと決定する。同じことはＳＭＳメッセージとは異なる、このユーザのために存在す
る同様に相応のサーバに格納されたままになっている他のメッセージに対しても妥当する
。
【００４８】
　第２のプロフィールをこのユーザは電子的なオーガナイザを自分のＧＳＭ移動無線機器
５に接続する場合に作成することができる。このオーガナイザにおいてこのユーザは付加
的にカレンダー機能を有し、このカレンダー機能はＧＳＭデータコールによって移動無線
網１０及びＭＭＳリレー１５を介して図２には図示されていないオーガナイザサーバにア
クセスすることできる。一般的に任意の数のサーバ乃至は中央局は図２に記述されたやり
方で適合装置１５に接続され得る。この場合、ユーザは、例示的に選択された名称"ＧＳ
Ｍ+オーガナイザ"を有する第２のプロフィールにおいて、例えばＳＭＳメッセージがこの
ユーザに送付されるだけでなく、例えばこのユーザの秘書又は同僚が期限を変更したり、
付加したり又は取り消したりする場合にこのユーザが自動的に自分のカレンダーのアップ
デートを得られるように決定することができる。上記のメッセージタイプとは異なる他の
メッセージタイプのメッセージは第２のプロフィールに従って同様に所属のサーバに格納
されたままである。
【００４９】
　第３のプロフィールをこのユーザは電子的なメモ帳を自分のＧＳＭ移動無線機器５に接
続する場合に作成できる。電子的なメモ帳においてこのユーザは多種多様な可能性又は使
用法を有する。それゆえ、このユーザは例えばこのユーザが"ＧＳＭ+メモ帳"と名付ける
第３のプロフィールにおいて次のように調整する。すなわち、このように拡張された移動
端末機器５によってＳＭＳ及びカレンダー機能を実現されるだけでなく、例えばＥメール
及びファックスも実現される。このユーザには通常はファックスによって緊急の重要なメ
ッセージだけが送付されるが、このユーザはＥメールを介してあらゆるタイプのメッセー
ジを受け取るので、このユーザは例えばプロフィール３において、ＳＭＳフォーマット、
カレンダーフォーマット及びファックスフォーマットのメッセージは自動的にこのユーザ
に送信されるが、ＥメールはインターネットＥメールサーバに放置するように決定する。
上記のメッセージタイプとは異なる他のメッセージタイプのメッセージは同様に所属のサ
ーバに格納されたままである。
【００５０】
　第４のプロフィールでは移動端末機器５のユーザは例えばこのユーザが自分の故郷のネ
ットワークの領域にいるのではなくて、例えば外国に滞在している場合を考慮する。この
ような場合、このユーザが支払わなくてはならないローミング（Roaming）料金はあまり
にも高く、この結果、このユーザはなるほどＳＭＳメッセージをさらに受信したいと思う
が、詳細なカレンダーメッセージ又はファックスについてはこれらがこのユーザに配信さ
れることなしにＳＭＳによってのみ知りたいと思う。Ｅメール及び上記のメッセージタイ
プとは異なる他のメッセージタイプのメッセージは同様に所属のサーバに格納されたまま
である。
【００５１】
　ＭＭＳサービスの利用開始のためには、ユーザは、本発明によれば移動端末機器５に格
納されているプロフィールネームを有するリストの中から、このユーザの所望に相応しか
つ移動端末機器５の瞬時の機能乃至はこれに直に接続された外部の付加機器又はコンポー
ネントに相応するプロフィールを選択しさえすればよい。この移動端末機器５においてこ
の選択、このプロフィールネームは次いで相応の識別子にマッピングされる。この識別子
は、ＭＭＳサービスを望み通りにスタートするために実際にエアーインターフェース乃至
は移動無線網１０を介して移動端末機器５からＭＭＳリレー１５に伝送しなくてはならな
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い唯一のものである。というのも、この識別子を介してＭＭＳリレー１５はプロフィール
データベース２５においてこの識別子に割り当てられたプロフィールに対する調整を照会
し実現することができるからである。
【００５２】
　本発明の利点は、とりわけ、ユーザはただ一度だけ自分の端末機器５の性能乃至はこの
端末機器５に接続された外部の付加機器又はコンポーネントの形態の可能な機器の組み合
わせの性能及びＭＭＳサービスのこのユーザの所望のコンフィギュレーションを調整しさ
えすればよいことであり、乃至は、ＭＭＳリレー１５によってプロフィールデータベース
２５において調整されることである。機器の組み合わせ及び/又はこのユーザの所望が若
干変更される場合には、このユーザは適切なプロフィールをリストの中から選択しさえす
ればよい。
【００５３】
　別の利点は、プロフィールのその都度の識別子によって得られる。先に説明したように
、本発明によれば以前のプロフィールに対する差分情報がエアーインターフェースを介し
て伝送される必要はなく、所望されたプロフィールの識別子だけが伝送される。このこと
はデータを節減し、従って移動無線網１０の移動無線チャネルにおけるリソースを節減し
、ＭＭＳサービスの調整を加速する。
【００５４】
　ＭＭＳリレー１５においては上記のようにデータタイプ及び/又はデータフォーマット
変換が実施される。この場合、ユーザによって定義されたプロフィールの設定乃至は端末
機器固有の標準設定に依存して、中央局１、２、３のうちの１つにおいて端末機器５に対
して第１のデータタイプとして例えばファックスメール又はテクストとして存在するメッ
セージ乃至はメッセージエレメントが他のデータタイプに変換され、例えばファックスメ
ールがグラフィックに又はテクストが音声に変換される。相応に第１のデータフォーマッ
トで存在するメッセージはＭＭＳリレー１５によって第２のデータフォーマットに変換さ
れる。例えばＧＩＦ（Graphic Interchange Format）グラフィックがＪＰＥＧ（Joint Pi
cture Expert Group）グラフィックに変換される。又は、第１のアルファベットのテクス
トが第２のアルファベットのテクストに変換される。
【００５５】
　例えばプルモードに従って新しいメッセージ又はメッセージエレメントが自動的に端末
機器５に転送されない場合には、ＭＭＳリレー１５は端末機器５に通報する。メッセージ
又はメッセージエレメントが自動的に１つ又は複数のプロフィールの設定に応じて他のメ
ールシステムに自動的に転送されるか又は消去される場合には、相応にＭＭＳリレーによ
る端末機器５への通報が行われる。
【００５６】
　ＭＭＳリレー１５とＭＭＳクライアントとの間のＭＭ転送プロトコルＩは適合装置１５
から端末機器５へのメッセージの伝送のための機能のほかに３つの基本的な機能要素を持
たねばならない：
１）プッシュモードを実現するために、ＭＭＳリレー１５から端末機器５へとコネクショ
ンを確立できること、
２）中央局１、２、３のうちの１つに存在するメッセージに関して端末機器５に通報し、
プルモードを実現するために、ＭＭＳリレー１５から端末機器５へとシグナリングを行う
ことができること、
３）端末機器５に対して中央局１、２、３のうちの１つに格納されたメッセージを呼び出
してプルモードを完全なものにするために又はメッセージを送信するために、端末機器５
からＭＭＳリレー１５へとコネクションを確立できること。
【００５７】
　次に本発明を３つの異なる実施形態に基づいて説明する。図４には図３に基づいて具体
的な実施例のレイヤシーケンスが図示されており、ＭＭＳサーバはインターネットＥメー
ルサーバとして構成されており、第１の中央局１を示す。ＭＭ転送プロトコルＩＩはこの
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場合ＳＭＴＰ又はＥＳＭＴＰとして構成されている。ＭＭ転送プロトコルＩにはエアーイ
ンターフェースＵuに対する割り当てにおいてＳＭＴＰ又はＥＳＭＴＰが上位に配置され
ている。その他のレイヤは既に図３に図示されたレイヤに相応している。端末機器５はＳ
ＭＴＰ又はＥＳＭＴＰを備えた端末機器である。図４に図示されたインターネットＥメー
ルサーバはインターネットＥメールＰＯＰ（Post Office Protocol）サーバである。図４
のＭＭＳクライアントはこの例ではＳＭＴＰクライアント、すなわちＳＭＴＰを備えた端
末機器５として構成されている。ＭＭＳリレー１５とインターネットＥメールＰＯＰサー
バとのコネクションは典型的なインターネットＥメールコンフィギュレーションと同一で
あり、ＰＯＰサーバがＰＯＰクライアント宛てに到着する全てのＥメールを格納し、ＰＯ
Ｐクライアントは規則的なサイクルでこのＰＯＰクライアント宛てに新しいメールがＰＯ
Ｐサーバに到着しているかどうかをチェックする。到着している場合、これらの新しいメ
ールが完全にＰＯＰクライアントにロードされる。典型的なインターネットＥメールコン
フィギュレーションではＭＭＳリレー１５は設けられていない。伝送プロトコルとしては
ＳＭＴＰが設けられており、このＳＭＴＰは上記のように少なくともＩＰインターフェー
スのためにＴＣＰ/ＩＰ（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）を利用す
る。
【００５８】
　図４の第１の実施形態ではＭＭＳリレー１５はＩＰインターフェースのために典型的な
インターネットＥメールコンフィギュレーションによる上記のＰＯＰクライアント機能を
含む。従って、インターネットＥメールＰＯＰサーバにおける新しいＥメールは典型的な
ＰＯＰクライアントのために記述されたやり方でＭＭＳリレー１５に伝送される。このＭ
ＭＳリレー１５はこの場合、記憶装置２５に格納されたプロフィールエントリに依存して
、このＥメールを直接プッシュモードによって端末機器５に転送するか否か、又は、この
Ｅメールのどの要素が直接プッシュモードによって端末機器５に転送されるかを決定し、
場合によっては、プルモードによって端末機器５に伝送するためのこのメッセージの更に
別の要素がまだ存在していることを端末機器５にシグナリングするか、又は、他のメール
システムに転送されたか又は消去されたことをこのＭＭＳリレー１５は端末機器５に付加
的にシグナリングする。プッシュモードにより端末機器５にＥメールの要素が伝送されな
い場合、上記の形式のうちの一つにおいて通報だけが行われる。模範的にはＥメールは２
つの伝送モード、すなわちプッシュモード及びプルモードに対する要素を含むはずである
。この場合、ＭＭＳリレー１５はプロフィールに従ってプッシュモードのために設けられ
た要素を新たなメッセージにまとめ上げ、端末機器５への伝送チャネルを確立し、このま
とめられた要素をＳＭＴＰによって送信する。他の要素も同様にまとめられ、ＳＭＴＰに
よってインターネットＥメールサーバに伝送され、この結果、そこから他のメールシステ
ムに転送されるか又は消去されるか又は端末機器５によって呼び出されるまでプルモード
のために格納される。プルモードのために設けられているメッセージエレメントの存在に
関する通報は、プッシュモードによるまとめられたメッセージエレメントの伝送と共に行
われるか又は別個に行われる。ただ通報しか行われない場合、すなわちプッシュモードに
より端末機器５に伝送されなければならないメッセージエレメントが存在しない場合、こ
の通報はＭＭＳリレー１５により発生されるメッセージを用いて行われ、このメッセージ
はプッシュモードで端末機器５に伝達されるか又は例えばＧＳＭ標準によるＳＭＳサービ
スのように特別なシグナリングチャネルを使用する。
【００５９】
　端末機器５に遠隔通信網１０を介して到達できない場合、プッシュモードにより端末機
器５に伝送されるべきメッセージエレメントも例えばＭＭＳリレー１５の記憶装置２５に
格納される。相応して、プッシュモードにより伝送できないメッセージエレメントに関し
てＭＭＳリレー１５から端末機器５へと伝送されなければならない通報は例えばＭＭＳリ
レー１５の記憶装置２５に中間格納される。プッシュモードにより伝送されるべきメッセ
ージエレメントの格納及び/又は通報の格納は、端末機器５に遠隔通信網１０を介して到
達できることがＭＭＳリレー１５に例えばＨＬＲによって伝達されるまで持続する。次い
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で、プッシュモードによるメッセージエレメントの伝達乃至は端末機器５への通報の伝達
が継続される。メッセージエレメント及び/又は通報の格納はこの例ではインターネット
Ｅメールサーバ又はＭＭＳリレー１５において行われる。
【００６０】
　伝送モードの他に、プロフィールは上述のように例えばメッセージのデータフォーマッ
トの変換を制御する。端末機器５が例えばグラフィックにおいてＪＰＥＧデータフォーマ
ットだけをサポートする場合、このことはプロフィールに標準通りに記入され、ＭＭＳリ
レー１５は自動的に端末機器５宛てに到着する全てのグラフィックメッセージエレメント
をＪＰＥＧフォーマットに自動的に変換する。
【００６１】
　第１の実施形態では例としてＰＯＰが利用される。代替的にＩＭＡＰ（Internet Messa
ge Access Protocol）又はこの目的のために使用可能な他のプロトコルも使用できる。
【００６２】
　図４の第１の実施形態に基づいて図５は第２の実施形態を示しており、この第２の実施
形態ではＭＭＳサーバ及びＭＭＳリレー１５が機能的に統合されており、これは例えばボ
イス/ファックス/メールボックスのようなネットワーク内サービスに対して有利である。
この場合、図５には、図４のＭＭＳクライアントの図４から既知のプロトコルレイヤシー
ケンス及び図４のＭＭＳリレー１５のエアーインターフェースＵｕに対する第１のプロト
コルレイヤシーケンス３５が図示されている。このプロトコルレイヤシーケンスをＭＭＳ
リレー１５及びＭＭＳサーバは図５の共通の物理的なユニットにおいて共有している。
【００６３】
　図６でもＭＭＳサーバ及びＭＭＳリレー１５は機能的に１つの物理的なユニットに統合
されているが、これはむしろＩＰベースの実装のためである。この場合、図６のＭＭＳサ
ーバはそのプロトコルレイヤシーケンスにおいて図４のインターネットＥメールサーバに
相応する。このプロトコルレイヤシーケンスをＭＭＳサーバはＭＭＳリレー１５と共有し
ている。同一のプロトコルレイヤシーケンスが通常のように図６のＭＭＳクライアントに
おいても選択され、ＭＭＳクライアントとＭＭＳリレー１５乃至はＭＭＳサーバとの間の
エアーインターフェースＵｕは同時にＩＰインターフェースである。
【００６４】
　図６はこの場合第３の実施形態を示す。図４、図５及び図６の３つの全実施形態をＭＭ
ＳＥにおいて一緒に使用できる。
【００６５】
　全ての実装に共通することはＭＭＳクライアントから見て統一的なサービス機能であり
、この統一的なサービス機能はＭＭＳリレー１５によって保証される。この場合、ＭＭＳ
リレー１５は単独のプロトコル要素として又は機能的にＭＭＳサーバと統合されて構成さ
れている。
【００６６】
　第４のインターフェース２０には上述のやり方で１つの端末機器だけではなく、複数の
端末機器が接続可能であり、この結果、ＭＭＳリレー１５は上述のやり方で複数の端末機
器に対して同時に使用され得る。この場合、接続された端末機器の各々によって少なくと
も１つのプロフィールが上述のやり方で記憶装置２５に格納される。
【符号の説明】
【００６７】
　１　　第1の中央局
　２　　第２の中央局
　３　　第3の中央局
　５　　端末機器
　１０　遠隔通信網
　１１　第1のインタフェース
　１２　第2のインタフェース
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　１３　第3のインタフェース
　１５　適合装置
　２０　第4のインタフェース（無線インタフェース）
　２５　記憶装置
　３０　制御部
　３５　第１のプロトコルレイヤシーケンス
　４０　第2のプロトコルレイヤシーケンス

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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