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(57)【要約】
　本発明はショートメッセージサービスの実現方法を開
示している。当該方法は、加入者が自体に対応するショ
ートメッセージフィルタリングルールをネットワーク側
に設定するステップと、ネットワーク側から受信側にシ
ョートメッセージを送信する前に、ネットワーク側が、
受信側のショートメッセージフィルタリングルールに従
って当該ショートメッセージをフィルタリングする必要
があるかを判断して、必要な場合、当該ショートメッセ
ージを送信せず、必要がない場合、受信側に当該ショー
トメッセージを送信するステップとを含む。本発明にお
けるフィルタリング方式は、事業者がネットワークで当
該サービスを配置かつ展開することに便利になり、また
各加入者個別のニーズに応じて、ショートメッセージを
フィルタリングすることができて、加入者のサービス満
足度を高めている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ショートメッセージサービスの実現方法であって、
　ショートメッセージフィルタリングルールをネットワーク側に設定するステップと、
　ネットワーク側から受信側にショートメッセージを送信する前に、ネットワーク側が、
受信側のショートメッセージフィルタリングルールに従って当該ショートメッセージをフ
ィルタリングする必要があるかどうかを判断して、必要な場合、当該ショートメッセージ
を送信せず、必要がない場合、受信側に当該ショートメッセージを送信するステップとを
含むことを特徴とするショートメッセージサービスの実現方法。
【請求項２】
　前記受信側に対応するショートメッセージフィルタリングルールにより、ショートメッ
セージをフィルタリングした後、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲ
ートウェイから送信側に送信禁止の応答を送信するステップを更に含むことを特徴とする
請求項1に記載のショートメッセージサービスの実現方法。
【請求項３】
　前記ショートメッセージフィルタリングルールの設定は、ネットワークウェブ方式、無
線アプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）方式、非構造付加サービス・データ（ＵＳＳＤ
）方式、事業者クライアントセンター方式又はインテリジェントネットワーク方式によっ
て実現されることを特徴とする請求項1に記載のショートメッセージサービスの実現方法
。
【請求項４】
　前記ショートメッセージフィルタリングルールは、ショートメッセージセンター又はシ
ョートメッセージゲートウェイ、又はショートメッセージフィルタリングルールサーバ、
又はサービス制御点（ＳＣＰ）に設定されることを特徴とする請求項1に記載のショート
メッセージサービスの実現方法。
【請求項５】
　ショートメッセージフィルタリングルールがショートメッセージフィルタリングルール
サーバに設定され、
　前記受信側のショートメッセージフィルタリングルールにより、当該ショートメッセー
ジをフィルタリングする必要があるかどうかを判断する前に、
　ネットワーク側のショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイが
当該ショートメッセージフィルタリングルールサーバに、受信側加入者識別子を含むショ
ートメッセージフィルタリングルール要求を送信することによって、受信側のショートメ
ッセージフィルタリングルールを得ることを特徴とする請求項4に記載のショートメッセ
ージサービスの実現方法。
【請求項６】
　前記ショートメッセージフィルタリングルールは、送信側番号、又は/及びショートメ
ッセージ内容の禁止ルールを含むことを特徴とする請求項4に記載のショートメッセージ
サービスの実現方法。
【請求項７】
　前記ショートメッセージフィルタリングルールサーバは、独立又は非独立の物理デバイ
スであり、
　前記非独立の物理デバイスであるショートメッセージフィルタリングルールサーバは、
ネットワーク側の任意の物理エンティティの一部分の機能とされることを特徴とする請求
項1に記載のショートメッセージサービスの実現方法。
【請求項８】
　ショートメッセージフィルタリングルールがSCPに設定され、
　前記受信側のショートメッセージフィルタリングルールにより、当該ショートメッセー
ジをフィルタリングする必要があるかどうかを判断することは、
　送信側番号と受信側番号を含むショートメッセージセンターからのショートメッセージ
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が受信された後、モバイルスイッチングセンター（ＭＳＣ）又はサービスGPRSサポートノ
ード（ＳＧＳＮ）に保存されている加入者CAMEL契約情報により、受信側が移動端末側着
信のショートメッセージ（Mobile Terminated Short Message）の契約加入者であるかど
うかを判断して、受信側が移動端末側着信のショートメッセージの契約加入者でない場合
、本プロセスを終了し、受信側が移動端末側着信のショートメッセージの契約加入者であ
る場合、ショートメッセージの送信側と受信側の加入者番号を含む、ショートメッセージ
受信の関連イベント通知をSCPに送信するステップと、
　SCPに保存されている、前記受信側に対応するショートメッセージフィルタリングルー
ルにより、当該ショートメッセージをフィルタリングする必要があるかどうかを判断して
、必要な場合、解放コマンドを出して、MSC又はSGSNによりショートメッセージの送信プ
ロセスが終了され、必要がない場合、継続のコマンドを出して、MSC又はSGSNにより正常
なショートメッセージ送信プロセスが継続されるステップとを含むことを特徴とする請求
項4に記載のショートメッセージサービスの実現方法。
【請求項９】
　前記ショートメッセージ受信の関連イベント通知をSCPに送信することは、加入者のMT-
SMS-CSI契約情報に基づいて、Int_DP_SMS_Delivery_RequestメッセージをSCPに送信する
ことを含むことを特徴とする請求項8に記載のショートメッセージサービスの実現方法。
【請求項１０】
　前記解放コマンドは、Int_Release_SMSコマンドであり、前記継続のコマンドは、Int_C
ontinue_SMSコマンドであることを特徴とする請求項8に記載のショートメッセージサービ
スの実現方法。
【請求項１１】
　ショートメッセージの送信結果に基づいて、ショートメッセージセンターにMAP-MT-FOR
WARD-SHORT-MESSAGE応答を返信して、ショートメッセージの送信成功又は失敗を通知する
ステップと、
　ショートメッセージセンターがショートメッセージの成功又は失敗の応答に基づいて、
当該ショートメッセージの保存又は削除を決めるステップとを更に含むことを特徴とする
請求項8に記載のショートメッセージサービスの実現方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は移動通信技術分野に関し、特にショートメッセージサービスの実現方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　ここ数年来、移動通信の発展に従って、モバイル付加価値サービス（value-added mobi
le services）、特にショートメッセージサービスが世界中で巨大な発展を遂げてきた。
その一方で、違法及び迷惑ショートメッセージが日に日に運営側と加入者側の関心をひく
問題となっている。違法及び迷惑ショートメッセージの出所として、ある組織の違法な言
論、ウェブサイトの大量の広告などが含まれる。加入者自身にとっては、受信したくない
ショートメッセージは迷惑ショートメッセージに属する。
【０００３】
　インターネット（Internet）上の迷惑メールと同様に、目下、迷惑ショートメッセージ
が日に日に広がっていることは、加入者に大きい悩みをもたらすだけではなく、大量の移
動通信ネットワーク資源も消耗していて、加入者の正常な通信にも一定の影響を与える。
例えば、迷惑ショートメッセージにより、ネットワークの輻輳（congestion）又は機能停
止（breakdown）が引き起こされる可能性がある。そのため、違法及び迷惑ショートメッ
セージの拡散を防ぐことは、クライアントのサービス満足度を高めることができるだけで
なく、ネットワークサービスの発展にも有利であって、移動事業者にとって、目下重点的
に解決することが必要な問題となっている。
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【０００４】
　現在、違法及び迷惑ショートメッセージに対して、一部の国の事業者は既にいくつかの
制御手段を取っている。これらの制御手段は主にショートメッセージの内容に対してフィ
ルタリング（filtering）を行う方式により実現され、ショートメッセージセンター又は
ショートメッセージゲートウェイにて、フィルタリングする必要のある情報に対してコン
テンツマッチングを行うことによって、移動通信事業者のために不健全又は違法のショー
トメッセージをフィルタリングして、コンテンツプロバイダーと携帯電話からのショート
メッセージ内容の健全性と合法性を確保し、これによって加入者の利益を保護している。
【０００５】
　現在のショートメッセージのフィルタリングメカニズムは、主にショートメッセージ内
の違法又は機密の内容に対してフィルタリングを行うこと、或いはメッセージ送信側の合
法性に対して判断を行い、例えば、あるウェブサイトが合法的に登録されているかどうか
に対して判断を行って、メッセージのフィルタリングを統一的に行うことである。このよ
うなフィルタリングメカニズムは、各加入者個別のニーズを考慮していない。常に、異な
る加入者は異なるメッセージ送信側からのメッセージをフィルタリングする場合がある。
例えば、加入者Aは、ウェブサイトAと加入者Cからのショートメッセージをフィルタリン
グすることを希望し、加入者Bは、ウェブサイトAと全ての移動加入者からのショートメッ
セージだけを受信し、他の全てのウェブサイトからのショートメッセージをフィルタリン
グすることを希望する。同時に、異なる加入者は異なる内容のメッセージをフィルタリン
グすることを希望する。例えば、加入者Aは“大プレゼント”の内容を含む全てのショー
トメッセージをフィルタリングすることを希望し、加入者Bは“広告”の内容を含む全て
のショートメッセージをフィルタリングすることを希望する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記に鑑みてなされたものであって、各加入者個別のニーズを満足できるよう
に加入者が当該加入者自身の意志に従ってショートメッセージをフィルタリングすること
ができる、ショートメッセージサービスの実現方法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】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明はショートメッセージサービスの実現方法を提供し、
当該方法は以下の内容を含む。
【０００８】
　ショートメッセージサービスの実現方法であって、
　ショートメッセージフィルタリングルールをネットワーク側に設定するステップと、
　ネットワーク側から受信側にショートメッセージを送信する前に、ネットワーク側が、
受信側のショートメッセージフィルタリングルールに従って当該ショートメッセージをフ
ィルタリングする必要があるかどうかを判断して、必要な場合、当該ショートメッセージ
を送信せず、必要がない場合、受信側に当該ショートメッセージを送信するステップとを
含む。
【０００９】
　前記受信側に対応するショートメッセージフィルタリングルールにより、ショートメッ
セージをフィルタリングした後、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲ
ートウェイから送信側に送信禁止の応答を送信するステップを更に含む。
【００１０】
　前記ショートメッセージフィルタリングルールの設定は、ネットワークウェブ方式、無
線アプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）方式、非構造付加サービス・データ（ＵＳＳＤ
）方式、事業者クライアントセンター方式又はインテリジェントネットワーク方式によっ
て実現される。
【００１１】
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　前記ショートメッセージフィルタリングルールは、ショートメッセージセンター又はシ
ョートメッセージゲートウェイ、又はショートメッセージフィルタリングルールサーバ、
又はサービス制御点（ＳＣＰ）に設定される。
【００１２】
　ショートメッセージフィルタリングルールがショートメッセージフィルタリングルール
サーバに設定され、
　前記受信側のショートメッセージフィルタリングルールにより、当該ショートメッセー
ジをフィルタリングする必要があるかどうかを判断する前に、
　ネットワーク側のショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイが
当該ショートメッセージフィルタリングルールサーバに、受信側加入者識別子を含むショ
ートメッセージフィルタリングルール要求を送信することによって、受信側のショートメ
ッセージフィルタリングルールを得る。
【００１３】
　前記ショートメッセージフィルタリングルールは、送信側番号、又は/及びショートメ
ッセージ内容の禁止ルールを含む。
【００１４】
　前記ショートメッセージフィルタリングルールサーバは、独立又は非独立の物理デバイ
スであり、
　前記非独立の物理デバイスであるショートメッセージフィルタリングルールサーバは、
ネットワーク側の任意の物理エンティティの一部分の機能とされる。
【００１５】
　ショートメッセージフィルタリングルールがSCPに設定され、
　前記受信側のショートメッセージフィルタリングルールにより、当該ショートメッセー
ジをフィルタリングする必要があるかどうかを判断することは、
　送信側番号と受信側番号を含むショートメッセージセンターからのショートメッセージ
が受信された後、モバイルスイッチングセンター（ＭＳＣ）又はサービスGPRSサポートノ
ード（ＳＧＳＮ）に保存されている加入者CAMEL契約情報により、受信側が移動端末側着
信（移動終止）のショートメッセージ（Mobile Terminated Short Message）の契約加入
者であるかどうかを判断して、受信側が移動端末側着信のショートメッセージの契約加入
者でない場合、本プロセスを終了し、受信側が移動端末側着信のショートメッセージの契
約加入者である場合、ショートメッセージの送信側と受信側の加入者番号を含む、ショー
トメッセージ受信の関連イベント通知をSCPに送信するステップと、
　SCPに保存されている、前記受信側に対応するショートメッセージフィルタリングルー
ルにより、当該ショートメッセージをフィルタリングする必要があるかどうかを判断して
、必要な場合、解放コマンドを出して、MSC又はSGSNによりショートメッセージの送信プ
ロセスが終了され、必要がない場合、継続のコマンドを出して、MSC又はSGSNにより正常
なショートメッセージ送信プロセスが継続されるステップとを含む。
【００１６】
　前記ショートメッセージ受信の関連イベント通知をSCPに送信することは、加入者のMT-
SMS-CSI契約情報に基づいて、Int_DP_SMS_Delivery_RequestメッセージをSCPに送信する
ことを含む。
【００１７】
　前記解放コマンドは、Int_Release_SMSコマンドであり、前記継続のコマンドは、Int_C
ontinue_SMSコマンドである。
【００１８】
　ショートメッセージの送信結果に基づいて、ショートメッセージセンターにMAP-MT-FOR
WARD-SHORT-MESSAGE応答を返信して、ショートメッセージの送信成功又は失敗を通知する
ステップと、
　ショートメッセージセンターがショートメッセージの成功又は失敗の応答に基づいて、
当該ショートメッセージの保存又は削除を決めるステップとを更に含む。
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【発明の効果】
【００１９】
　本発明の方法では、加入者がネットワーク側でショートメッセージフィルタリングルー
ルを自分で定義することができ、ネットワーク側が受信側にショートメッセージを送信す
る前に、受信側のショートメッセージフィルタリングルールに基づいて、ショートメッセ
ージをフィルタリングすることができることにより、ショートメッセージサービスを実現
している。本発明における方法はただ従来のネットワークに、ショートメッセージフィル
タリングルールサーバの独立デバイス又は相応の機能を追加する必要だけであり、他のネ
ットワークエンティティ、例えば、MSC、SGSNなどに対する影響はない。このような方式
でショートメッセージのフィルタリングを実現することは、事業者がネットワーク内で当
該サービスを配置かつ展開することに便利であり、各加入者個別のニーズに従って、ショ
ートメッセージをフィルタリングし、加入者のサービス満足度を高めている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明において、加入者は自体に対応するショートメッセージフィルタリングルールを
ネットワーク側に設定し、ネットワーク側は受信側にショートメッセージを送信する前に
、受信側のショートメッセージフィルタリングルールに基づいて、当該ショートメッセー
ジをフィルタリングする必要があるかどうかを判断して、必要な場合、ネットワーク側は
当該ショートメッセージを送信せず、必要がない場合、ネットワーク側は受信側に当該シ
ョートメッセージを送信することである。
【００２１】
　図1に示すように、本発明を実現するプロセスは以下の通りである。
【００２２】
　ステップ101で、加入者はネットワーク側に自体に対応するショートメッセージフィル
タリングルールを設定する。
【００２３】
　ショートメッセージフィルタリングルールはショートメッセージフィルタリングルール
サーバ、或いはSCPに設定されることができる。ショートメッセージフィルタリングルー
ルサーバは独立の物理エンティティであることができ、又は非独立の物理エンティティと
して単独に存在することもできる。且つ、加入者はネットワーク（ウェブ）方式、無線ア
プリケーションプロトコル（WAP）方式、非構造付加サービス・データ（USSD）方式、事
業者クライアントセンター方式又はインテリジェントネットワーク方式などによって、ネ
ットワーク側にショートメッセージフィルタリングルールを設定することができる。
【００２４】
　そして、実際の応用プロセス中で、各加入者は全て、上記各種の方式によって、自体に
対応するショートメッセージフィルタリングルールをネットワーク側に設定、更新又は修
正することができる。
【００２５】
　ステップ102で、ネットワーク側から受信側にショートメッセージを送信する前に、ネ
ットワーク側は受信側のショートメッセージフィルタリングルールに基づいて、当該ショ
ートメッセージをフィルタリングする必要があるかどうかを判断して、必要な場合、ステ
ップ104に進み、必要がない場合、ステップ103に進む。
【００２６】
　ステップ103で、ネットワークから受信側に当該ショートメッセージを送信する。
【００２７】
　ステップ104で、ネットワーク側は当該ショートメッセージをフィルタリングし、即ち
、当該ショートメッセージを送信しない。
【００２８】
　以下、ショートメッセージフィルタリングルールをショートメッセージフィルタリング
ルールサーバに設定して、ショートメッセージサービスを実現する方法を実施例１とし、
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ショートメッセージフィルタリングルールをSCPに設定することを実施例２として、本発
明の技術方案を詳しく説明する。
【００２９】
　次は具体的な実施例１をあげて、本発明の技術方案を詳しく説明する。
【実施例１】
【００３０】
　本実施例では、移動加入者のカスタマイズしたショートメッセージのフィルタリング機
能をショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイにより実現してい
て、従来のネットワークにショートメッセージフィルタリングルールサーバの物理エンテ
ィティ、又は機能モジュールを追加し、ショートメッセージセンター又はショートメッセ
ージゲートウェイの機能を拡張することだけが必要であり、他の全てのネットワークエン
ティティ、例えばMSC、SGSNなどに対しては何の影響もない。
【００３１】
　本実施例におけるショートメッセージフィルタリングルールは、指定の相手からのショ
ートメッセージに対してフィルタリングを行い、又は特定の内容を含むショートメッセー
ジに対してフィルタリングを行うことである。加入者は多種の方式によってショートメッ
セージフィルタリングルールを自分で定義し、維持し、多種の方式によって、ショートメ
ッセージフィルタリングルールサーバに伝送かつ保存することができる。
【００３２】
　図2に示すように、本実施例において本発明の方法を実現するステップは以下の通りで
ある。
【００３３】
　ステップ201で、加入者は多種の方式によって、ショートメッセージフィルタリングル
ールを自分で定義し、維持する。
【００３４】
　ステップ202で、ショートメッセージフィルタリングルールサーバに、加入者のカスタ
マイズしたショートメッセージフィルタリングルールと加入者識別子との対応関係を保存
する。
【００３５】
　ステップ203で、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイは
受信側にショートメッセージを送信する前に、ショートメッセージフィルタリングルール
サーバから、ショートメッセージ受信側のショートメッセージフィルタリングルールを得
る。
【００３６】
　ステップ204で、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイは
ショートメッセージ受信側のショートメッセージフィルタリングルールに基づいて、ある
ショートメッセージをフィルタリングするかどうかを判断して、フィルタリングするなら
、ステップ205に進み、フィルタリングしない場合、ステップ206に進む。
【００３７】
　ステップ205で、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイは
当該ショートメッセージの送信を終了する。
【００３８】
　ステップ206、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイから
ショートメッセージ受信側に当該ショートメッセージを送信し、プロセスを終了する。
【００３９】
　本実施例におけるショートメッセージフィルタリングルールには下記二種類のタイプが
含まれることができる。
【００４０】
　タイプ１は、一部のショートメッセージ送信側からのショートメッセージに対して、禁
止又は許可を行うルールであり、即ち、ショートメッセージ送信側を制限することである
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。このようなフィルタリングルールは長さ基準と番号基準を含み、これら二種類の基準は
同時に実施可能である。長さ基準は、当該長さに符合する送信側番号に対して禁止又は許
可を行うことであり、番号基準は、当該番号に符合する送信側番号に対して禁止又は許可
を行うことである。
【００４１】
　番号基準における番号に対して最大先頭番号のマッチング（最大数の先頭マッチング：
A maximum number head matching mode）方式を使うことができる。番号基準での番号は
ワイルドカード（wildcard）を含むことができる。ここで二種類のワイルドカードがあり
、即ち、単一番号のワイルドカードと複数番号のワイルドカードである。単一番号のワイ
ルドカードとは当該ワイルドカードが一桁の番号だけを表すことであり、複数番号のワイ
ルドカードとは当該ワイルドカードが任意の複数の番号を表すことである。
【００４２】
　次に、ショートメッセージフィルタリングルールに対して例をあげて説明する。
【００４３】
　長さ基準で、番号の長さ４、禁止；番号の長さ11、許可。詳しく説明すると、当該ルー
ルは番号の長さが4である送信側を禁止し、番号の長さが11である送信側を許可すること
である。例えば、現在の付加価値サービスプロバイダーのショートメッセージ送信側の番
号が４桁の長さ、例えば8888であり、普通の移動加入者の番号の長さが11であるとき、サ
ービスプロバイダーから送信されるショートメッセージを禁止し、普通の移動加入者から
送信されるショートメッセージを許可することである。
【００４４】
　番号基準で、仮に*で単一ワイルドカードを表し、#で複数のワイルドカードを表すとし
、133、禁止；13312312312、許可；133*11*23*3、許可；139#87、禁止。当該ルールは先
頭番号が133である全ての加入者からのショートメッセージを禁止し、番号が13312312312
である加入者からのショートメッセージを許可し、番号が133*11*23*3（*は任意の一桁の
数字を表す）である全ての加入者からのショートメッセージを許可し、番号が139#87（#
は任意の複数の数字を表す）である全ての加入者からのショートメッセージを禁止するこ
とである。
【００４５】
　タイプ２は、一部の特定の内容を含むショートメッセージに禁止又は許可を行うルール
である。このようなフィルタリングルールでの指定内容にはワイルドカードが含まれるこ
とができ、ワイルドカードは任意の複数の文字（character）を表す。例えば、広告、禁
止；賞*プレゼント、禁止。これは“広告”または“賞*プレゼント”の内容を含むショー
トメッセージを禁止することを表す。
【００４６】
　上記加入者がショートメッセージフィルタリングルールを自分で定義し、維持すること
は、多種の方式によって実現できる。例えば、
（１）ウェブ方式で、加入者はウェブを通じて、ショートメッセージフィルタリングルー
ルをカスタマイズかつ維持し、コンピューター又は携帯電話によってみな操作できる。
（２）WAP方式で、加入者は携帯電話によって、WAPサーバに登録し、ショートメッセージ
フィルタリングルールをカスタマイズかつ維持する。
（３）USSD方式で、加入者は携帯電話を使って、USSDデータ方式によって、サーバと相互
接続を行い、ショートメッセージフィルタリングルールをカスタマイズかつ維持する。
（４）事業者クライアントセンター方式で、加入者は事業者クライアントセンターと連絡
し、音声又は他の方式によって、ショートメッセージフィルタリングルールをカスタマイ
ズかつ維持する。
（５）インテリジェントネットワーク方式で、加入者はあるインテリジェントアクセス番
号をダイヤルし、相応の音声提示により設定を行うことによって、ショートメッセージフ
ィルタリングルールをカスタマイズかつ維持する。
【００４７】
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　もちろん、本実施例では、加入者がショートメッセージフィルタリングルールを自分で
定義することに関する他の方式を制限しない。ショートメッセージフィルタリングルール
を維持する方式には、ショートメッセージフィルタリングルールに対する修正、部分削除
、全部削除、アクティブ、非アクティブ（deactivating）などの多種の操作が含まれるが
、これらの操作に限らない。ショートメッセージフィルタリングルールを自分で定義し、
維持することで具体的にどんな方式を採用するかについては、ここで制限せずに、事業者
によって決められることができる。
【００４８】
　ショートメッセージフィルタリングルールサーバはネットワークにおいて、独立の物理
エンティティであることができ、他のサービスサーバ内の一つの機能モジュールとするこ
ともできる。ネットワークにおいて、一つ又は複数のショートメッセージフィルタリング
ルールサーバを備えることができ、加入者のカスタマイズしたショートメッセージフィル
タリングルールは、一定の分布規律により、あるショートメッセージフィルタリングルー
ルサーバに保存されることができる。例えば、加入者識別子又は加入者のホームネットワ
ークにより、どのサーバに保存するかを決定することである。ショートメッセージフィル
タリングルールサーバのネットワーク形態又は選択ルールについては、本発明で制限せず
に、事業者によって決められることができる。
【００４９】
　且つ、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイはショートメ
ッセージ受信側にショートメッセージを送信する前に、当該ショートメッセージ受信側の
カスタマイズしたショートメッセージフィルタリングルールを得る必要がある。ショート
メッセージフィルタリングルールがショートメッセージセンター又はショートメッセージ
ゲートウェイに保存された場合、信号方式相互接続インターフェースを必要しない。ショ
ートメッセージフィルタリングルールが、ショートメッセージフィルタリングルールサー
バに保存された場合、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイ
とショートメッセージフィルタリングルールサーバの間では一定の信号方式相互接続を必
要し、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイは一定の分布規
律、例えば受信側の加入者識別子又は加入者のホームネットワークにより、あるショート
メッセージフィルタリングルールサーバに要求を送信するかを決定し、これにより、ショ
ートメッセージ受信側のショートメッセージフィルタリングルールを得る。
【００５０】
　本実施例において、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイ
とショートメッセージフィルタリングルールサーバの間で、どのような信号方式インター
フェースプロトコルを採用するか対しては具体的に規定せずに、事業者によって決められ
る。対応するプロセスは図3に示すように、具体的に以下の通りである。
【００５１】
　ステップ301で、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイは
一定の分布規律により、あるショートメッセージフィルタリングルールサーバを選択する
。
【００５２】
　ステップ302で、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイか
ら当該ショートメッセージフィルタリングルールサーバに、ショートメッセージフィルタ
リングルールの要求を送信し、要求メッセージにはショートメッセージ受信側の加入者識
別子が付けられている。
【００５３】
　ステップ303で、要求されたショートメッセージフィルタリングルールはショートメッ
セージフィルタリングルールサーバからショートメッセージセンター又はショートメッセ
ージゲートウェイに返信される。
【００５４】
　もちろん、実際の操作プロセスにおいて、加入者のカスタマイズしたショートメッセー
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ジフィルタリングルールはそんなに完璧ではない可能性があり、このような状況では、シ
ョートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイに、ショートメッセージ
のデフォルト処理方式を静的に構成することができる。即ち、ショートメッセージセンタ
ー又はショートメッセージゲートウェイがショートメッセージフィルタリングルールサー
バから、対応のショートメッセージフィルタリングルールを見つけなかった後、ショート
メッセージフィルタリングルールの範囲に属さないこれらのショートメッセージに対して
、禁止又は許可である二種類の処理方式が可能であり、事業者により実際の需要に応じて
設定され、一般的には許可される。
【００５５】
　例えば、加入者Aのカスタマイズしたショートメッセージフィルタリングルールは、加
入者BとDからのショートメッセージを禁止し、内容に“広告”を含むメッセージを禁止す
ることである。それでは、加入者Cからの、“広告”の内容を含まないショートメッセー
ジに対しては、応用可能なフィルタリングルールがなく、ショートメッセージセンター又
はショートメッセージゲートウェイでのデフォルト処理方式が許可である場合、当該ショ
ートメッセージの送信が許可されることになる。
【００５６】
　ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイに禁止されるショー
トメッセージに対しては、ショートメッセージ受信側に送信しないようになり、事業者の
実際の需要、例えば、課金、統計などの需要に基づいて、禁止されたショートメッセージ
に対して、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイが数量、時
間、送信側などにより統計を行うことができ、またショートメッセージ送信側に提示を送
って、当該ショートメッセージの送信が禁止されたことを表すことができる。
【００５７】
　本実施例の方法を利用することにより、加入者がショートメッセージフィルタリングル
ールサーバに、ショートメッセージフィルタリングルールを定義することができ、ショー
トメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイを通じて、移動加入者のカス
タマイズしたショートメッセージフィルタリングの機能を実現することができる。本発明
の方法は、既存のネットワークにショートメッセージフィルタリングルールサーバの独立
デバイス又は相応の機能を追加し、またショートメッセージセンター又はショートメッセ
ージゲートウェイの機能を拡張することだけが必要であり、他の全てのネットワークエン
ティティ、例えばMSC、SGSNなどに対しては何の影響もない。このような方式でショート
メッセージのフィルタリングを実現することは、事業者がネットワーク内で当該サービス
を配置かつ展開することに便利になり、各加入者個別のニーズに応じて、ショートメッセ
ージをフィルタリングし、加入者のサービス満足度を高めている。
【００５８】
　次に、具体的な実施例２をあげて、本発明の技術方案を詳しく説明する。
【実施例２】
【００５９】
　本実施例では、指定の送信側のショートメッセージに対するフィルタリングに関するシ
ョートメッセージフィルタリングルールを加入者によりSCPに設定する。ショートメッセ
ージセンターからの送信側番号と受信側番号を含むショートメッセージが受信側の位置す
るMSC又はSGSNに受信された後、移動端末側着信のショートメッセージ（Mobile Terminat
ed Short Message）の契約内容が受信側加入者のCAMEL（Customized Application for Mo
bile network Enhanced Logic）契約情報に含まれているかどうかをMSC又はSGSNにより判
断する。含まれている場合、MSC又はSGSNからショートメッセージ受信の関連イベント通
知をSCPに送信し、通知にはショートメッセージ送信側と受信側の加入者番号が含まれる
。SCPは自体に保存されている、当該受信側に対応するショートメッセージフィルタリン
グルールに基づいて、当該ショートメッセージをフィルタリングする必要があるかどうか
を判断する。必要な場合、SCPから解放コマンドを出し、MSC又はSGSNはショートメッセー
ジの送信プロセスを終了し、必要がない場合、SCPから継続のコマンドを出し、MSC又はSG
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SNは正常なショートメッセージ送信プロセスを継続する。
【００６０】
　本実施例におけるショートメッセージフィルタリングルールは、指定の相手からのショ
ートメッセージに対してフィルタリングを行うことであり、ショートメッセージの内容に
対してフィルタリングを行うことは含まない。且つ、本発明ではCAMELにより、加入者の
カスタマイズしたショートメッセージフィルタリングを実現している。従って、ショート
メッセージフィルタリングサービスを申し込む加入者はまずCAMEL加入者である必要があ
る。即ち、移動端末側着信のショートメッセージのCAMEL契約情報（MT-SMS-CSI）を有す
る必要がある。
【００６１】
　図4は本発明に係るショートメッセージサービスを実現する実施例２のフローチャート
である。図4に示すように、本実施例においてショートメッセージサービスを実現する具
体的なステップは以下の通りである。
【００６２】
　ステップ401で、加入者は多種の方式によって、ショートメッセージフィルタリングル
ールを自分で定義し、維持する。
【００６３】
　ステップ402で、加入者のカスタマイズしたショートメッセージフィルタリングルール
は多種の方式によってSCPに伝送され、SCPに保存される。
【００６４】
　ステップ403で、ショートメッセージセンターからショートメッセージをMSC又はSGSNま
でに送信し、MSC又はSGSNは加入者CAMEL契約情報に基づいて、インテリジェントサービス
をトリガーする必要があるかどうかを判断して、必要な場合、ステップ404に進み、必要
がない場合、もとのショートメッセージプロセスに従って処理し、本プロセスを終了する
。ここで、ショートメッセージフィルタリングにとって、インテリジェントサービスをト
リガーする必要があるかどうかの判断は、主に移動端末側着信のショートメッセージ（Mo
bile Terminated Short Message）の契約内容を有するかどうかによって決定される。
【００６５】
　ステップ404で、MSC又はSGSNからSCPに、ショートメッセージ受信の関連イベント通知
を送信し、SCPの指示を待つ。当該イベント通知にはショートメッセージ送信側と受信側
の加入者識別子が含まれる。
【００６６】
　ステップ405で、SCPは保存されている、ショートメッセージ受信側に対応するショート
メッセージフィルタリングルールに基づいて、当該ショートメッセージをフィルタリング
する必要があるかどうかを判断して、必要な場合、SCPからMSC又はSGSNに解放コマンドを
出し、MSC又はSGSNはショートメッセージの送信プロセスを終了し、必要がない場合、SCP
からMSC又はSGSNに継続送信のコマンドを出し、MSC又はSGSNは正常なショートメッセージ
送信プロセスを継続する。
【００６７】
　ステップ406で、MSC又はSGSNはSCPからの継続送信又は解放コマンドにより、加入者に
ショートメッセージを送信すること、又は加入者へのショートメッセージの送信を終了す
ることを実行し、そしてショートメッセージセンターにショートメッセージの送信成功又
は失敗の応答を送信する。
【００６８】
　ステップ407で、ショートメッセージセンターはMSC又はSGSNからの成功又は失敗の応答
に基づいて、当該ショートメッセージの保存又は削除を決めた後、本プロセスを終了する
。
【００６９】
　本実施例におけるショートメッセージフィルタリングルールには、実施例１の場合と同
様に、長さ基準と番号基準が含まれ、これらは同時に実施可能である。
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【００７０】
　加入者がショートメッセージフィルタリングルールを自分で定義し、維持することは、
多種の方式によって実現できる。例えば、
（１）ウェブ方式で、加入者はウェブを通じて、ショートメッセージフィルタリングルー
ルをカスタマイズかつ維持し、コンピューター又は携帯電話によってみな操作できる。（
２）WAP方式で、加入者は携帯電話によって、WAPサーバに登録し、ショートメッセージフ
ィルタリングルールをカスタマイズかつ維持する。（３）USSD方式で、加入者は携帯電話
を使って、USSDデータ方式によって、サーバと相互接続を行い、ショートメッセージフィ
ルタリングルールをカスタマイズかつ維持する。（４）事業者クライアントセンター方式
で、加入者は事業者クライアントセンターと連絡し、音声又は他の方式によって、ショー
トメッセージフィルタリングルールをカスタマイズかつ維持する。（５）インテリジェン
トネットワーク方式で、加入者はあるインテリジェントアクセス番号をダイヤルし、相応
の音声指示により設定を行うことによって、ショートメッセージフィルタリングルールを
カスタマイズかつ維持する。
【００７１】
　これに対応して、SCPが加入者のカスタマイズしたショートメッセージフィルタリング
ルールを得ることでも、多種の方式がある。例えば、ウェブサーバ又はWAPサーバがSCPと
通信を行って、速やかに、加入者のカスタマイズしたショートメッセージフィルタリング
ルールを主動的にSCPに送信すること、事業者クライアントセンターがSCPと通信して、速
やかに、加入者のカスタマイズしたショートメッセージフィルタリングルールをアップロ
ードすること、加入者がSCPと直接に相互接続して、ショートメッセージフィルタリング
ルールをカスタマイズかつ維持することなどである。
【００７２】
　もちろん、ここでは、加入者がショートメッセージフィルタリングルールを自分で定義
する方式、及びSCPが加入者のカスタマイズしたショートメッセージフィルタリングルー
ルを得る方式に対して、制限しない。且つ、ショートメッセージフィルタリングルールの
維持方式に、ショートメッセージフィルタリングルールに対する修正、部分削除、全部削
除、アクティブ、アクティブ取り消しなど多種の操作が含まれるが、これらの操作とは限
らない。ショートメッセージフィルタリングルールを自分で定義し、維持すること、及び
SCPが加入者のカスタマイズしたショートメッセージフィルタリングルールを得ることで
具体的にどんな方式を採用するかに対しては、事業者が自分で決めることができる。
【００７３】
　図5は実施例２のショートメッセージフィルタリング実現のメッセージプロセスにおい
て、MSC又はSGSNと、SCPと、ショートメッセージセンター（SMSC）との三つのエンティテ
ィ間の相互接続を示すフローチャートであり、ステップは以下の通りである。
【００７４】
　ステップ501で、ショートメッセージセンター（SMSC）からMSC又はSGSNにMAP-MT-FORWA
RD-SHORT-MESSAGE要求を送信し、その中には、受信者識別子と送信者識別子の付けられた
ショートメッセージが含まれる。
【００７５】
ステップ502で、MSC又はSGSNは加入者CAMEL契約情報でのMT-SMS-CSI契約内容により、受
信側が移動端末側着信のショートメッセージ（Mobile Terminated Short Message）の契
約加入者であるかどうかを判断して、契約加入者である場合、SCPにショートメッセージ
の伝送要求（Int_DP_SMS_Delivery_Request）メッセージを送信し、このメッセージには
受信者識別子と送信者識別子が含まれ、そしてSCPのコマンドを待つ。
【００７６】
　ステップ503で、SCPはショートメッセージの受信加入者のカスタマイズしたショートメ
ッセージフィルタリングルールにより分析を行い、当該メッセージに対してフィルタリン
グを行う必要があるかどうかを判断し、それから判断結果に基づいて、ショートメッセー
ジの継続送信コマンド（Int_Continue_SMS）とショートメッセージの解放コマンド（Int_
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Release_SMS）をMSC又はSGSNに出す。
【００７７】
　ステップ504で、MSC又はSGSNがSCPのコマンドに従って、ショートメッセージを送信、
又はショートメッセージの送信を終了し、実際のショートメッセージ送信結果に基づいて
、SMSCにMAP-MT-FORWARD-SHORT-MESSAGE応答を返信して、ショートメッセージの送信成功
又は失敗を通知する。
【００７８】
　ステップ503において、ショートメッセージの送信を継続するようにSCPにより指示され
たら、MSC又はSGSNは実際の送信結果に基づいて、送信成功又は失敗の応答をショートメ
ッセージセンターに返信する。ショートメッセージを解放するようにSCPによりコマンド
されたら、MSC又はSGSNは当該コマンドを受信した後、当該ショートメッセージ送信プロ
セスを終了し、そして送信終了の応答をショートメッセージセンターに返信する。
【００７９】
　ここで、送信終了の応答はショートメッセージ送信失敗応答の送信によって実現される
ことができる。即ち、失敗応答で、加入者エラー（User error）を適当なパラメータ値、
例えば、ショートメッセージの伝送失敗（SM Delivery Failure）又は他の値に設定する
ことである。ショートメッセージセンターは当該ショートメッセージを受信した後、当該
ショートメッセージを削除する。ショートメッセージセンターがショートメッセージ送信
失敗応答を受信した後、当該ショートメッセージを削除することができず、再度送信を選
択する場合、当該ショートメッセージがMSC又はSGSNに再び受信された後、MSC又はSGSNは
直接ショートメッセージの送信プロセスを終了し、ショートメッセージ送信成功の応答を
ショートメッセージセンターに送信し、これにより、ショートメッセージセンターにて当
該ショートメッセージを再度送信しないようにする。MSC又はSGSNが事前に、ショートメ
ッセージセンターがショートメッセージ送信失敗の応答を受信した後で当該ショートメッ
セージに対して削除することができないことを知っている場合、MSC又はSGSNはSCPからの
解放コマンドを受信した後、ショートメッセージの送信を終了し、ショートメッセージセ
ンターにショートメッセージ送信成功の応答を送信する。もちろん、MSC又はSGSNがフィ
ルタリングショートメッセージに対する具体的な処理は、ショートメッセージセンターの
能力に応じて、柔軟に選択できる。本実施例において、各ネットワークエンティティの間
では、全て、移動アプリケーションプロトコル（MAP）とCAMELアプリケーションプロトコ
ル（CAP）などを含む標準的移動ネットワークインターフェースプロトコルによって、特
定ショートメッセージ送信側のショートメッセージに対するフィルタリングを実現できる
。もちろん、ネットワークの配置において、ショートメッセージセンターがMSC又はSGSN
とのインターフェースを直接に提供していない可能性がある。即ち、ショートメッセージ
センターとMSC又はSGSNの間では、ショートメッセージインターワーキングMSC(即ちIW-MS
C)経由で、接続されている可能性がある。従って、本発明におけるショートメッセージセ
ンターは、ショートメッセージインターワーキングMSCであることもできる。
【００８０】
　本実施例の方法を利用することにより、加入者が、指定の送信側からのショートメッセ
ージに対するフィルタリングのショートメッセージフィルタリングルールを設定でき、設
定したショートメッセージフィルタリングルールをサービス制御点（ＳＣＰ）に保存する
ことができ、移動インテリジェントネットワークにて移動加入者のカスタマイズしたショ
ートメッセージフィルタリング機能を実現できる。且つ、各ネットワークエンティティの
間では、全て標準的移動ネットワークインターフェースプロトコルにより、特定ショート
メッセージ送信側からのショートメッセージに対するフィルタリングを実現できる。この
ような従来の標準化インターフェースプロトコルを利用して、ショートメッセージのフィ
ルタを実現することは、事業者がネットワークに当該サービスを配置かつ展開することに
便利になり、加入者のサービスの満足度を高め、且つ簡単に実現できる。
【００８１】
　要するに、以上述べたのは本発明の好ましい実施例に過ぎず、本発明の保護範囲を限定
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するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明に係る実現方法のフローチャートである。
【図２】本発明に係るショートメッセージサービスを実現する実施例１のフローチャート
である。
【図３】本発明において、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウ
ェイとショートメッセージフィルタリングルールサーバ間相互接続のフローチャートであ
る。
【図４】本発明において、ショートメッセージサービスを実現する具体的な実施例２のフ
ローチャートである。
【図５】本発明において、実施例２におけるショートメッセージフィルタリングの実現プ
ロセスで、MSC又はSGSNと、SCPと、SMSCとの三つのエンティティ間相互接続のフローチャ
ートである。

【図１】

【図２】

【図３】
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【手続補正書】
【提出日】平成19年2月21日(2007.2.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ショートメッセージサービスの実現方法であって、
　ショートメッセージフィルタリングルールをネットワーク側に設定するステップと、
　ネットワーク側から受信側にショートメッセージを送信する前に、ネットワーク側が、
受信側のショートメッセージフィルタリングルールに従って当該ショートメッセージをフ
ィルタリングする必要があるかどうかを判断して、必要な場合、当該ショートメッセージ
を送信せず、必要がない場合、受信側に当該ショートメッセージを送信するステップとを
含むことを特徴とするショートメッセージサービスの実現方法。
【請求項２】
　前記ショートメッセージフィルタリングルールの設定は、ネットワークウェブ方式、無
線アプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）方式、非構造付加サービス・データ（ＵＳＳＤ
）方式、事業者クライアントセンター方式又はインテリジェントネットワーク方式によっ
て実現されることを特徴とする請求項1に記載のショートメッセージサービスの実現方法
。
【請求項３】
　前記ショートメッセージフィルタリングルールは、送信側番号、又は/及びショートメ
ッセージ内容の禁止ルールを含むことを特徴とする請求項1に記載のショートメッセージ
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サービスの実現方法。
【請求項４】
　前記ショートメッセージフィルタリングルールは、ショートメッセージセンター又はシ
ョートメッセージゲートウェイ、又はショートメッセージフィルタリングルールサーバ、
又はサービス制御点（ＳＣＰ）に設定されることを特徴とする請求項1に記載のショート
メッセージサービスの実現方法。
【請求項５】
　ショートメッセージフィルタリングルールがショートメッセージフィルタリングルール
サーバに設定され、
　前記受信側のショートメッセージフィルタリングルールにより、当該ショートメッセー
ジをフィルタリングする必要があるかどうかを判断する前に、
　ネットワーク側のショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイが
当該ショートメッセージフィルタリングルールサーバに、受信側加入者識別子を含むショ
ートメッセージフィルタリングルール要求を送信することによって、受信側のショートメ
ッセージフィルタリングルールを得ることを特徴とする請求項4に記載のショートメッセ
ージサービスの実現方法。
【請求項６】
　前記ショートメッセージフィルタリングルールサーバは、独立又は非独立の物理デバイ
スであり、
　前記非独立の物理デバイスであるショートメッセージフィルタリングルールサーバは、
ネットワーク側の任意の物理エンティティの一部分の機能とされることを特徴とする請求
項4又は請求項5に記載のショートメッセージサービスの実現方法。
【請求項７】
　ショートメッセージフィルタリングルールがSCPに設定され、
　前記受信側のショートメッセージフィルタリングルールにより、当該ショートメッセー
ジをフィルタリングする必要があるかどうかを判断することは、
　送信側番号と受信側番号を含むショートメッセージセンターからのショートメッセージ
が受信された後、モバイルスイッチングセンター（ＭＳＣ）又はサービスGPRSサポートノ
ード（ＳＧＳＮ）に保存されている加入者CAMEL契約情報により、受信側が移動端末側着
信のショートメッセージ（Mobile Terminated Short Message）の契約加入者であるかど
うかを判断して、受信側が移動端末側着信のショートメッセージの契約加入者でない場合
、本プロセスを終了し、受信側が移動端末側着信のショートメッセージの契約加入者であ
る場合、ショートメッセージの送信側と受信側の加入者番号を含む、ショートメッセージ
受信の関連イベント通知をSCPに送信するステップと、
　SCPに保存されている、前記受信側に対応するショートメッセージフィルタリングルー
ルにより、当該ショートメッセージをフィルタリングする必要があるかどうかを判断して
、必要な場合、解放コマンドを出して、MSC又はSGSNによりショートメッセージの送信プ
ロセスが終了され、必要がない場合、継続のコマンドを出して、MSC又はSGSNにより正常
なショートメッセージ送信プロセスが継続されるステップとを含むことを特徴とする請求
項4に記載のショートメッセージサービスの実現方法。
【請求項８】
　前記ショートメッセージ受信の関連イベント通知をSCPに送信することは、加入者のMT-
SMS-CSI契約情報に基づいて、Int_DP_SMS_Delivery_RequestメッセージをSCPに送信する
ことを含むことを特徴とする請求項7に記載のショートメッセージサービスの実現方法。
【請求項９】
　前記解放コマンドは、Int_Release_SMSコマンドであり、前記継続のコマンドは、Int_C
ontinue_SMSコマンドであることを特徴とする請求項7に記載のショートメッセージサービ
スの実現方法。
【請求項１０】
　ショートメッセージの送信結果に基づいて、ショートメッセージセンターにMAP-MT-FOR
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WARD-SHORT-MESSAGE応答を返信して、ショートメッセージの送信成功又は失敗を通知する
ステップと、
　ショートメッセージセンターがショートメッセージの成功又は失敗の応答に基づいて、
当該ショートメッセージの保存又は削除を決めるステップとを更に含むことを特徴とする
請求項7に記載のショートメッセージサービスの実現方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は移動通信技術分野に関し、特にショートメッセージサービスの実現方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　ここ数年来、移動通信の発展に従って、モバイル付加価値サービス（value-added mobi
le services）、特にショートメッセージサービスが世界中で巨大な発展を遂げてきた。
その一方で、違法及び迷惑ショートメッセージが日に日に運営側と加入者側の関心をひく
問題となっている。違法及び迷惑ショートメッセージの出所として、ある組織の違法な言
論、ウェブサイトの大量の広告などが含まれる。加入者自身にとっては、受信したくない
ショートメッセージは迷惑ショートメッセージに属する。
【０００３】
　インターネット（Internet）上の迷惑メールと同様に、目下、迷惑ショートメッセージ
が日に日に広がっていることは、加入者に大きい悩みをもたらすだけではなく、大量の移
動通信ネットワーク資源も消耗していて、加入者の正常な通信にも一定の影響を与える。
例えば、迷惑ショートメッセージにより、ネットワークの輻輳（congestion）又は機能停
止（breakdown）が引き起こされる可能性がある。そのため、違法及び迷惑ショートメッ
セージの拡散を防ぐことは、クライアントのサービス満足度を高めることができるだけで
なく、ネットワークサービスの発展にも有利であって、移動事業者にとって、目下重点的
に解決することが必要な問題となっている。
【０００４】
　現在、違法及び迷惑ショートメッセージに対して、一部の国の事業者は既にいくつかの
制御手段を取っている。これらの制御手段は主にショートメッセージの内容に対してフィ
ルタリング（filtering）を行う方式により実現され、ショートメッセージセンター又は
ショートメッセージゲートウェイにて、フィルタリングする必要のある情報に対してコン
テンツマッチングを行うことによって、移動通信事業者のために不健全又は違法のショー
トメッセージをフィルタリングして、コンテンツプロバイダーと携帯電話からのショート
メッセージ内容の健全性と合法性を確保し、これによって加入者の利益を保護している。
【０００５】
　現在のショートメッセージのフィルタリングメカニズムは、主にショートメッセージ内
の違法又は機密の内容に対してフィルタリングを行うこと、或いはメッセージ送信側の合
法性に対して判断を行い、例えば、あるウェブサイトが合法的に登録されているかどうか
に対して判断を行って、メッセージのフィルタリングを統一的に行うことである。このよ
うなフィルタリングメカニズムは、各加入者個別のニーズを考慮していない。常に、異な
る加入者は異なるメッセージ送信側からのメッセージをフィルタリングする場合がある。
例えば、加入者Aは、ウェブサイトAと加入者Cからのショートメッセージをフィルタリン
グすることを希望し、加入者Bは、ウェブサイトAと全ての移動加入者からのショートメッ
セージだけを受信し、他の全てのウェブサイトからのショートメッセージをフィルタリン
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グすることを希望する。同時に、異なる加入者は異なる内容のメッセージをフィルタリン
グすることを希望する。例えば、加入者Aは“大プレゼント”の内容を含む全てのショー
トメッセージをフィルタリングすることを希望し、加入者Bは“広告”の内容を含む全て
のショートメッセージをフィルタリングすることを希望する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記に鑑みてなされたものであって、各加入者個別のニーズを満足できるよう
に加入者が当該加入者自身の意志に従ってショートメッセージをフィルタリングすること
ができる、ショートメッセージサービスの実現方法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】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明はショートメッセージサービスの実現方法を提供し、
当該方法は以下の内容を含む。
【０００８】
　ショートメッセージサービスの実現方法であって、
　ショートメッセージフィルタリングルールをネットワーク側に設定するステップと、
　ネットワーク側から受信側にショートメッセージを送信する前に、ネットワーク側が、
受信側のショートメッセージフィルタリングルールに従って当該ショートメッセージをフ
ィルタリングする必要があるかどうかを判断して、必要な場合、当該ショートメッセージ
を送信せず、必要がない場合、受信側に当該ショートメッセージを送信するステップとを
含む。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の方法では、加入者がネットワーク側でショートメッセージフィルタリングルー
ルを自分で定義することができ、ネットワーク側が受信側にショートメッセージを送信す
る前に、受信側のショートメッセージフィルタリングルールに基づいて、ショートメッセ
ージをフィルタリングすることができることにより、ショートメッセージサービスを実現
している。本発明における方法はただ従来のネットワークに、ショートメッセージフィル
タリングルールサーバの独立デバイス又は相応の機能を追加する必要だけであり、他のネ
ットワークエンティティ、例えば、MSC、SGSNなどに対する影響はない。このような方式
でショートメッセージのフィルタリングを実現することは、事業者がネットワーク内で当
該サービスを配置かつ展開することに便利であり、各加入者個別のニーズに従って、ショ
ートメッセージをフィルタリングし、加入者のサービス満足度を高めている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明において、加入者は自体に対応するショートメッセージフィルタリングルールを
ネットワーク側に設定し、ネットワーク側は受信側にショートメッセージを送信する前に
、受信側のショートメッセージフィルタリングルールに基づいて、当該ショートメッセー
ジをフィルタリングする必要があるかどうかを判断して、必要な場合、ネットワーク側は
当該ショートメッセージを送信せず、必要がない場合、ネットワーク側は受信側に当該シ
ョートメッセージを送信することである。
【００１１】
　図1に示すように、本発明を実現するプロセスは以下の通りである。
【００１２】
　ステップ101で、加入者はネットワーク側に自体に対応するショートメッセージフィル
タリングルールを設定する。
【００１３】
　ショートメッセージフィルタリングルールはショートメッセージフィルタリングルール
サーバ、或いはSCPに設定されることができる。ショートメッセージフィルタリングルー
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ルサーバは独立の物理エンティティであることができ、又は非独立の物理エンティティと
して単独に存在することもできる。且つ、加入者はネットワーク（ウェブ）方式、無線ア
プリケーションプロトコル（WAP）方式、非構造付加サービス・データ（USSD）方式、事
業者クライアントセンター方式又はインテリジェントネットワーク方式などによって、ネ
ットワーク側にショートメッセージフィルタリングルールを設定することができる。
【００１４】
　そして、実際の応用プロセス中で、各加入者は全て、上記各種の方式によって、自体に
対応するショートメッセージフィルタリングルールをネットワーク側に設定、更新又は修
正することができる。
【００１５】
　ステップ102で、ネットワーク側から受信側にショートメッセージを送信する前に、ネ
ットワーク側は受信側のショートメッセージフィルタリングルールに基づいて、当該ショ
ートメッセージをフィルタリングする必要があるかどうかを判断して、必要な場合、ステ
ップ104に進み、必要がない場合、ステップ103に進む。
【００１６】
　ステップ103で、ネットワークから受信側に当該ショートメッセージを送信する。
【００１７】
　ステップ104で、ネットワーク側は当該ショートメッセージをフィルタリングし、即ち
、当該ショートメッセージを送信しない。
【００１８】
　以下、ショートメッセージフィルタリングルールをショートメッセージフィルタリング
ルールサーバに設定して、ショートメッセージサービスを実現する方法を実施例１とし、
ショートメッセージフィルタリングルールをSCPに設定することを実施例２として、本発
明の技術方案を詳しく説明する。
【００１９】
　次は具体的な実施例１をあげて、本発明の技術方案を詳しく説明する。
【実施例１】
【００２０】
　本実施例では、移動加入者のカスタマイズしたショートメッセージのフィルタリング機
能をショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイにより実現してい
て、従来のネットワークにショートメッセージフィルタリングルールサーバの物理エンテ
ィティ、又は機能モジュールを追加し、ショートメッセージセンター又はショートメッセ
ージゲートウェイの機能を拡張することだけが必要であり、他の全てのネットワークエン
ティティ、例えばMSC、SGSNなどに対しては何の影響もない。
【００２１】
　本実施例におけるショートメッセージフィルタリングルールは、指定の相手からのショ
ートメッセージに対してフィルタリングを行い、又は特定の内容を含むショートメッセー
ジに対してフィルタリングを行うことである。加入者は多種の方式によってショートメッ
セージフィルタリングルールを自分で定義し、維持し、多種の方式によって、ショートメ
ッセージフィルタリングルールサーバに伝送かつ保存することができる。
【００２２】
　図2に示すように、本実施例において本発明の方法を実現するステップは以下の通りで
ある。
【００２３】
　ステップ201で、加入者は多種の方式によって、ショートメッセージフィルタリングル
ールを自分で定義し、維持する。
【００２４】
　ステップ202で、ショートメッセージフィルタリングルールサーバに、加入者のカスタ
マイズしたショートメッセージフィルタリングルールと加入者識別子との対応関係を保存
する。
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【００２５】
　ステップ203で、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイは
受信側にショートメッセージを送信する前に、ショートメッセージフィルタリングルール
サーバから、ショートメッセージ受信側のショートメッセージフィルタリングルールを得
る。
【００２６】
　ステップ204で、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイは
ショートメッセージ受信側のショートメッセージフィルタリングルールに基づいて、ある
ショートメッセージをフィルタリングするかどうかを判断して、フィルタリングするなら
、ステップ205に進み、フィルタリングしない場合、ステップ206に進む。
【００２７】
　ステップ205で、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイは
当該ショートメッセージの送信を終了する。
【００２８】
　ステップ206、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイから
ショートメッセージ受信側に当該ショートメッセージを送信し、プロセスを終了する。
【００２９】
　本実施例におけるショートメッセージフィルタリングルールには下記二種類のタイプが
含まれることができる。
【００３０】
　タイプ１は、一部のショートメッセージ送信側からのショートメッセージに対して、禁
止又は許可を行うルールであり、即ち、ショートメッセージ送信側を制限することである
。このようなフィルタリングルールは長さ基準と番号基準を含み、これら二種類の基準は
同時に実施可能である。長さ基準は、当該長さに符合する送信側番号に対して禁止又は許
可を行うことであり、番号基準は、当該番号に符合する送信側番号に対して禁止又は許可
を行うことである。
【００３１】
　番号基準における番号に対して最大先頭番号のマッチング（最大数の先頭マッチング：
A maximum number head matching mode）方式を使うことができる。番号基準での番号は
ワイルドカード（wildcard）を含むことができる。ここで二種類のワイルドカードがあり
、即ち、単一番号のワイルドカードと複数番号のワイルドカードである。単一番号のワイ
ルドカードとは当該ワイルドカードが一桁の番号だけを表すことであり、複数番号のワイ
ルドカードとは当該ワイルドカードが任意の複数の番号を表すことである。
【００３２】
　次に、ショートメッセージフィルタリングルールに対して例をあげて説明する。
【００３３】
　長さ基準で、番号の長さ４、禁止；番号の長さ11、許可。詳しく説明すると、当該ルー
ルは番号の長さが4である送信側を禁止し、番号の長さが11である送信側を許可すること
である。例えば、現在の付加価値サービスプロバイダーのショートメッセージ送信側の番
号が４桁の長さ、例えば8888であり、普通の移動加入者の番号の長さが11であるとき、サ
ービスプロバイダーから送信されるショートメッセージを禁止し、普通の移動加入者から
送信されるショートメッセージを許可することである。
【００３４】
　番号基準で、仮に*で単一ワイルドカードを表し、#で複数のワイルドカードを表すとし
、133、禁止；13312312312、許可；133*11*23*3、許可；139#87、禁止。当該ルールは先
頭番号が133である全ての加入者からのショートメッセージを禁止し、番号が13312312312
である加入者からのショートメッセージを許可し、番号が133*11*23*3（*は任意の一桁の
数字を表す）である全ての加入者からのショートメッセージを許可し、番号が139#87（#
は任意の複数の数字を表す）である全ての加入者からのショートメッセージを禁止するこ
とである。
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【００３５】
　タイプ２は、一部の特定の内容を含むショートメッセージに禁止又は許可を行うルール
である。このようなフィルタリングルールでの指定内容にはワイルドカードが含まれるこ
とができ、ワイルドカードは任意の複数の文字（character）を表す。例えば、広告、禁
止；賞*プレゼント、禁止。これは“広告”または“賞*プレゼント”の内容を含むショー
トメッセージを禁止することを表す。
【００３６】
　上記加入者がショートメッセージフィルタリングルールを自分で定義し、維持すること
は、多種の方式によって実現できる。例えば、
（１）ウェブ方式で、加入者はウェブを通じて、ショートメッセージフィルタリングルー
ルをカスタマイズかつ維持し、コンピューター又は携帯電話によってみな操作できる。
（２）WAP方式で、加入者は携帯電話によって、WAPサーバに登録し、ショートメッセージ
フィルタリングルールをカスタマイズかつ維持する。
（３）USSD方式で、加入者は携帯電話を使って、USSDデータ方式によって、サーバと相互
接続を行い、ショートメッセージフィルタリングルールをカスタマイズかつ維持する。
（４）事業者クライアントセンター方式で、加入者は事業者クライアントセンターと連絡
し、音声又は他の方式によって、ショートメッセージフィルタリングルールをカスタマイ
ズかつ維持する。
（５）インテリジェントネットワーク方式で、加入者はあるインテリジェントアクセス番
号をダイヤルし、相応の音声提示により設定を行うことによって、ショートメッセージフ
ィルタリングルールをカスタマイズかつ維持する。
【００３７】
　もちろん、本実施例では、加入者がショートメッセージフィルタリングルールを自分で
定義することに関する他の方式を制限しない。ショートメッセージフィルタリングルール
を維持する方式には、ショートメッセージフィルタリングルールに対する修正、部分削除
、全部削除、アクティブ、非アクティブ（deactivating）などの多種の操作が含まれるが
、これらの操作に限らない。ショートメッセージフィルタリングルールを自分で定義し、
維持することで具体的にどんな方式を採用するかについては、ここで制限せずに、事業者
によって決められることができる。
【００３８】
　ショートメッセージフィルタリングルールサーバはネットワークにおいて、独立の物理
エンティティであることができ、他のサービスサーバ内の一つの機能モジュールとするこ
ともできる。ネットワークにおいて、一つ又は複数のショートメッセージフィルタリング
ルールサーバを備えることができ、加入者のカスタマイズしたショートメッセージフィル
タリングルールは、一定の分布規律により、あるショートメッセージフィルタリングルー
ルサーバに保存されることができる。例えば、加入者識別子又は加入者のホームネットワ
ークにより、どのサーバに保存するかを決定することである。ショートメッセージフィル
タリングルールサーバのネットワーク形態又は選択ルールについては、本発明で制限せず
に、事業者によって決められることができる。
【００３９】
　且つ、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイはショートメ
ッセージ受信側にショートメッセージを送信する前に、当該ショートメッセージ受信側の
カスタマイズしたショートメッセージフィルタリングルールを得る必要がある。ショート
メッセージフィルタリングルールがショートメッセージセンター又はショートメッセージ
ゲートウェイに保存された場合、信号方式相互接続インターフェースを必要しない。ショ
ートメッセージフィルタリングルールが、ショートメッセージフィルタリングルールサー
バに保存された場合、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイ
とショートメッセージフィルタリングルールサーバの間では一定の信号方式相互接続を必
要し、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイは一定の分布規
律、例えば受信側の加入者識別子又は加入者のホームネットワークにより、あるショート
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メッセージフィルタリングルールサーバに要求を送信するかを決定し、これにより、ショ
ートメッセージ受信側のショートメッセージフィルタリングルールを得る。
【００４０】
　本実施例において、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイ
とショートメッセージフィルタリングルールサーバの間で、どのような信号方式インター
フェースプロトコルを採用するか対しては具体的に規定せずに、事業者によって決められ
る。対応するプロセスは図3に示すように、具体的に以下の通りである。
【００４１】
　ステップ301で、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイは
一定の分布規律により、あるショートメッセージフィルタリングルールサーバを選択する
。
【００４２】
　ステップ302で、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイか
ら当該ショートメッセージフィルタリングルールサーバに、ショートメッセージフィルタ
リングルールの要求を送信し、要求メッセージにはショートメッセージ受信側の加入者識
別子が付けられている。
【００４３】
　ステップ303で、要求されたショートメッセージフィルタリングルールはショートメッ
セージフィルタリングルールサーバからショートメッセージセンター又はショートメッセ
ージゲートウェイに返信される。
【００４４】
　もちろん、実際の操作プロセスにおいて、加入者のカスタマイズしたショートメッセー
ジフィルタリングルールはそんなに完璧ではない可能性があり、このような状況では、シ
ョートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイに、ショートメッセージ
のデフォルト処理方式を静的に構成することができる。即ち、ショートメッセージセンタ
ー又はショートメッセージゲートウェイがショートメッセージフィルタリングルールサー
バから、対応のショートメッセージフィルタリングルールを見つけなかった後、ショート
メッセージフィルタリングルールの範囲に属さないこれらのショートメッセージに対して
、禁止又は許可である二種類の処理方式が可能であり、事業者により実際の需要に応じて
設定され、一般的には許可される。
【００４５】
　例えば、加入者Aのカスタマイズしたショートメッセージフィルタリングルールは、加
入者BとDからのショートメッセージを禁止し、内容に“広告”を含むメッセージを禁止す
ることである。それでは、加入者Cからの、“広告”の内容を含まないショートメッセー
ジに対しては、応用可能なフィルタリングルールがなく、ショートメッセージセンター又
はショートメッセージゲートウェイでのデフォルト処理方式が許可である場合、当該ショ
ートメッセージの送信が許可されることになる。
【００４６】
　ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイに禁止されるショー
トメッセージに対しては、ショートメッセージ受信側に送信しないようになり、事業者の
実際の需要、例えば、課金、統計などの需要に基づいて、禁止されたショートメッセージ
に対して、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイが数量、時
間、送信側などにより統計を行うことができ、またショートメッセージ送信側に提示を送
って、当該ショートメッセージの送信が禁止されたことを表すことができる。
【００４７】
　本実施例の方法を利用することにより、加入者がショートメッセージフィルタリングル
ールサーバに、ショートメッセージフィルタリングルールを定義することができ、ショー
トメッセージセンター又はショートメッセージゲートウェイを通じて、移動加入者のカス
タマイズしたショートメッセージフィルタリングの機能を実現することができる。本発明
の方法は、既存のネットワークにショートメッセージフィルタリングルールサーバの独立
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デバイス又は相応の機能を追加し、またショートメッセージセンター又はショートメッセ
ージゲートウェイの機能を拡張することだけが必要であり、他の全てのネットワークエン
ティティ、例えばMSC、SGSNなどに対しては何の影響もない。このような方式でショート
メッセージのフィルタリングを実現することは、事業者がネットワーク内で当該サービス
を配置かつ展開することに便利になり、各加入者個別のニーズに応じて、ショートメッセ
ージをフィルタリングし、加入者のサービス満足度を高めている。
【００４８】
　次に、具体的な実施例２をあげて、本発明の技術方案を詳しく説明する。
【実施例２】
【００４９】
　本実施例では、指定の送信側のショートメッセージに対するフィルタリングに関するシ
ョートメッセージフィルタリングルールを加入者によりSCPに設定する。ショートメッセ
ージセンターからの送信側番号と受信側番号を含むショートメッセージが受信側の位置す
るMSC又はSGSNに受信された後、移動端末側着信のショートメッセージ（Mobile Terminat
ed Short Message）の契約内容が受信側加入者のCAMEL（Customized Application for Mo
bile network Enhanced Logic）契約情報に含まれているかどうかをMSC又はSGSNにより判
断する。含まれている場合、MSC又はSGSNからショートメッセージ受信の関連イベント通
知をSCPに送信し、通知にはショートメッセージ送信側と受信側の加入者番号が含まれる
。SCPは自体に保存されている、当該受信側に対応するショートメッセージフィルタリン
グルールに基づいて、当該ショートメッセージをフィルタリングする必要があるかどうか
を判断する。必要な場合、SCPから解放コマンドを出し、MSC又はSGSNはショートメッセー
ジの送信プロセスを終了し、必要がない場合、SCPから継続のコマンドを出し、MSC又はSG
SNは正常なショートメッセージ送信プロセスを継続する。
【００５０】
　本実施例におけるショートメッセージフィルタリングルールは、指定の相手からのショ
ートメッセージに対してフィルタリングを行うことであり、ショートメッセージの内容に
対してフィルタリングを行うことは含まない。且つ、本発明ではCAMELにより、加入者の
カスタマイズしたショートメッセージフィルタリングを実現している。従って、ショート
メッセージフィルタリングサービスを申し込む加入者はまずCAMEL加入者である必要があ
る。即ち、移動端末側着信のショートメッセージのCAMEL契約情報（MT-SMS-CSI）を有す
る必要がある。
【００５１】
　図4は本発明に係るショートメッセージサービスを実現する実施例２のフローチャート
である。図4に示すように、本実施例においてショートメッセージサービスを実現する具
体的なステップは以下の通りである。
【００５２】
　ステップ401で、加入者は多種の方式によって、ショートメッセージフィルタリングル
ールを自分で定義し、維持する。
【００５３】
　ステップ402で、加入者のカスタマイズしたショートメッセージフィルタリングルール
は多種の方式によってSCPに伝送され、SCPに保存される。
【００５４】
　ステップ403で、ショートメッセージセンターからショートメッセージをMSC又はSGSNま
でに送信し、MSC又はSGSNは加入者CAMEL契約情報に基づいて、インテリジェントサービス
をトリガーする必要があるかどうかを判断して、必要な場合、ステップ404に進み、必要
がない場合、もとのショートメッセージプロセスに従って処理し、本プロセスを終了する
。ここで、ショートメッセージフィルタリングにとって、インテリジェントサービスをト
リガーする必要があるかどうかの判断は、主に移動端末側着信のショートメッセージ（Mo
bile Terminated Short Message）の契約内容を有するかどうかによって決定される。
【００５５】
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　ステップ404で、MSC又はSGSNからSCPに、ショートメッセージ受信の関連イベント通知
を送信し、SCPの指示を待つ。当該イベント通知にはショートメッセージ送信側と受信側
の加入者識別子が含まれる。
【００５６】
　ステップ405で、SCPは保存されている、ショートメッセージ受信側に対応するショート
メッセージフィルタリングルールに基づいて、当該ショートメッセージをフィルタリング
する必要があるかどうかを判断して、必要な場合、SCPからMSC又はSGSNに解放コマンドを
出し、MSC又はSGSNはショートメッセージの送信プロセスを終了し、必要がない場合、SCP
からMSC又はSGSNに継続送信のコマンドを出し、MSC又はSGSNは正常なショートメッセージ
送信プロセスを継続する。
【００５７】
　ステップ406で、MSC又はSGSNはSCPからの継続送信又は解放コマンドにより、加入者に
ショートメッセージを送信すること、又は加入者へのショートメッセージの送信を終了す
ることを実行し、そしてショートメッセージセンターにショートメッセージの送信成功又
は失敗の応答を送信する。
【００５８】
　ステップ407で、ショートメッセージセンターはMSC又はSGSNからの成功又は失敗の応答
に基づいて、当該ショートメッセージの保存又は削除を決めた後、本プロセスを終了する
。
【００５９】
　本実施例におけるショートメッセージフィルタリングルールには、実施例１の場合と同
様に、長さ基準と番号基準が含まれ、これらは同時に実施可能である。
【００６０】
　加入者がショートメッセージフィルタリングルールを自分で定義し、維持することは、
多種の方式によって実現できる。例えば、
（１）ウェブ方式で、加入者はウェブを通じて、ショートメッセージフィルタリングルー
ルをカスタマイズかつ維持し、コンピューター又は携帯電話によってみな操作できる。（
２）WAP方式で、加入者は携帯電話によって、WAPサーバに登録し、ショートメッセージフ
ィルタリングルールをカスタマイズかつ維持する。（３）USSD方式で、加入者は携帯電話
を使って、USSDデータ方式によって、サーバと相互接続を行い、ショートメッセージフィ
ルタリングルールをカスタマイズかつ維持する。（４）事業者クライアントセンター方式
で、加入者は事業者クライアントセンターと連絡し、音声又は他の方式によって、ショー
トメッセージフィルタリングルールをカスタマイズかつ維持する。（５）インテリジェン
トネットワーク方式で、加入者はあるインテリジェントアクセス番号をダイヤルし、相応
の音声指示により設定を行うことによって、ショートメッセージフィルタリングルールを
カスタマイズかつ維持する。
【００６１】
　これに対応して、SCPが加入者のカスタマイズしたショートメッセージフィルタリング
ルールを得ることでも、多種の方式がある。例えば、ウェブサーバ又はWAPサーバがSCPと
通信を行って、速やかに、加入者のカスタマイズしたショートメッセージフィルタリング
ルールを主動的にSCPに送信すること、事業者クライアントセンターがSCPと通信して、速
やかに、加入者のカスタマイズしたショートメッセージフィルタリングルールをアップロ
ードすること、加入者がSCPと直接に相互接続して、ショートメッセージフィルタリング
ルールをカスタマイズかつ維持することなどである。
【００６２】
　もちろん、ここでは、加入者がショートメッセージフィルタリングルールを自分で定義
する方式、及びSCPが加入者のカスタマイズしたショートメッセージフィルタリングルー
ルを得る方式に対して、制限しない。且つ、ショートメッセージフィルタリングルールの
維持方式に、ショートメッセージフィルタリングルールに対する修正、部分削除、全部削
除、アクティブ、アクティブ取り消しなど多種の操作が含まれるが、これらの操作とは限
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らない。ショートメッセージフィルタリングルールを自分で定義し、維持すること、及び
SCPが加入者のカスタマイズしたショートメッセージフィルタリングルールを得ることで
具体的にどんな方式を採用するかに対しては、事業者が自分で決めることができる。
【００６３】
　図5は実施例２のショートメッセージフィルタリング実現のメッセージプロセスにおい
て、MSC又はSGSNと、SCPと、ショートメッセージセンター（SMSC）との三つのエンティテ
ィ間の相互接続を示すフローチャートであり、ステップは以下の通りである。
【００６４】
　ステップ501で、ショートメッセージセンター（SMSC）からMSC又はSGSNにMAP-MT-FORWA
RD-SHORT-MESSAGE要求を送信し、その中には、受信者識別子と送信者識別子の付けられた
ショートメッセージが含まれる。
【００６５】
ステップ502で、MSC又はSGSNは加入者CAMEL契約情報でのMT-SMS-CSI契約内容により、受
信側が移動端末側着信のショートメッセージ（Mobile Terminated Short Message）の契
約加入者であるかどうかを判断して、契約加入者である場合、SCPにショートメッセージ
の伝送要求（Int_DP_SMS_Delivery_Request）メッセージを送信し、このメッセージには
受信者識別子と送信者識別子が含まれ、そしてSCPのコマンドを待つ。
【００６６】
　ステップ503で、SCPはショートメッセージの受信加入者のカスタマイズしたショートメ
ッセージフィルタリングルールにより分析を行い、当該メッセージに対してフィルタリン
グを行う必要があるかどうかを判断し、それから判断結果に基づいて、ショートメッセー
ジの継続送信コマンド（Int_Continue_SMS）とショートメッセージの解放コマンド（Int_
Release_SMS）をMSC又はSGSNに出す。
【００６７】
　ステップ504で、MSC又はSGSNがSCPのコマンドに従って、ショートメッセージを送信、
又はショートメッセージの送信を終了し、実際のショートメッセージ送信結果に基づいて
、SMSCにMAP-MT-FORWARD-SHORT-MESSAGE応答を返信して、ショートメッセージの送信成功
又は失敗を通知する。
【００６８】
　ステップ503において、ショートメッセージの送信を継続するようにSCPにより指示され
たら、MSC又はSGSNは実際の送信結果に基づいて、送信成功又は失敗の応答をショートメ
ッセージセンターに返信する。ショートメッセージを解放するようにSCPによりコマンド
されたら、MSC又はSGSNは当該コマンドを受信した後、当該ショートメッセージ送信プロ
セスを終了し、そして送信終了の応答をショートメッセージセンターに返信する。
【００６９】
　ここで、送信終了の応答はショートメッセージ送信失敗応答の送信によって実現される
ことができる。即ち、失敗応答で、加入者エラー（User error）を適当なパラメータ値、
例えば、ショートメッセージの伝送失敗（SM Delivery Failure）又は他の値に設定する
ことである。ショートメッセージセンターは当該ショートメッセージを受信した後、当該
ショートメッセージを削除する。ショートメッセージセンターがショートメッセージ送信
失敗応答を受信した後、当該ショートメッセージを削除することができず、再度送信を選
択する場合、当該ショートメッセージがMSC又はSGSNに再び受信された後、MSC又はSGSNは
直接ショートメッセージの送信プロセスを終了し、ショートメッセージ送信成功の応答を
ショートメッセージセンターに送信し、これにより、ショートメッセージセンターにて当
該ショートメッセージを再度送信しないようにする。MSC又はSGSNが事前に、ショートメ
ッセージセンターがショートメッセージ送信失敗の応答を受信した後で当該ショートメッ
セージに対して削除することができないことを知っている場合、MSC又はSGSNはSCPからの
解放コマンドを受信した後、ショートメッセージの送信を終了し、ショートメッセージセ
ンターにショートメッセージ送信成功の応答を送信する。もちろん、MSC又はSGSNがフィ
ルタリングショートメッセージに対する具体的な処理は、ショートメッセージセンターの
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能力に応じて、柔軟に選択できる。本実施例において、各ネットワークエンティティの間
では、全て、移動アプリケーションプロトコル（MAP）とCAMELアプリケーションプロトコ
ル（CAP）などを含む標準的移動ネットワークインターフェースプロトコルによって、特
定ショートメッセージ送信側のショートメッセージに対するフィルタリングを実現できる
。もちろん、ネットワークの配置において、ショートメッセージセンターがMSC又はSGSN
とのインターフェースを直接に提供していない可能性がある。即ち、ショートメッセージ
センターとMSC又はSGSNの間では、ショートメッセージインターワーキングMSC(即ちIW-MS
C)経由で、接続されている可能性がある。従って、本発明におけるショートメッセージセ
ンターは、ショートメッセージインターワーキングMSCであることもできる。
【００７０】
　本実施例の方法を利用することにより、加入者が、指定の送信側からのショートメッセ
ージに対するフィルタリングのショートメッセージフィルタリングルールを設定でき、設
定したショートメッセージフィルタリングルールをサービス制御点（ＳＣＰ）に保存する
ことができ、移動インテリジェントネットワークにて移動加入者のカスタマイズしたショ
ートメッセージフィルタリング機能を実現できる。且つ、各ネットワークエンティティの
間では、全て標準的移動ネットワークインターフェースプロトコルにより、特定ショート
メッセージ送信側からのショートメッセージに対するフィルタリングを実現できる。この
ような従来の標準化インターフェースプロトコルを利用して、ショートメッセージのフィ
ルタを実現することは、事業者がネットワークに当該サービスを配置かつ展開することに
便利になり、加入者のサービスの満足度を高め、且つ簡単に実現できる。
【００７１】
　要するに、以上述べたのは本発明の好ましい実施例に過ぎず、本発明の保護範囲を限定
するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明に係る実現方法のフローチャートである。
【図２】本発明に係るショートメッセージサービスを実現する実施例１のフローチャート
である。
【図３】本発明において、ショートメッセージセンター又はショートメッセージゲートウ
ェイとショートメッセージフィルタリングルールサーバ間相互接続のフローチャートであ
る。
【図４】本発明において、ショートメッセージサービスを実現する具体的な実施例２のフ
ローチャートである。
【図５】本発明において、実施例２におけるショートメッセージフィルタリングの実現プ
ロセスで、MSC又はSGSNと、SCPと、SMSCとの三つのエンティティ間相互接続のフローチャ
ートである。
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