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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークにおいてテキストメッセージを受信する装置であって、
　メッセージを受信して復調する手段と、
　受信したメッセージの種類を検出する手段と、
　受信したテキストメッセージに応答して、前記受信したテキストメッセージを符号化す
るために使用された符号化データ集合を決定する手段と、
　前記テキストメッセージの復号のためにローカルの符号化データメモリから符号化デー
タ集合を選択する手段と、
　前記テキストメッセージを復号する手段と、
　前記復号されたテキストメッセージを表示する手段と、
　を有し、
　前記選択する手段は、さらに、デフォルトの文字体系として前記符号化データメモリか
ら符号化データ集合を選択し、
　前記装置が異なる通信ネットワークに移る場合に、初期値として前記デフォルトの符号
化データ集合が選択される、ネットワークにおいてテキストメッセージを受信する装置。
【請求項２】
　前記装置は、テキストメッセージを送信するための手段をさらに有し、
　最も直近に受信したテキストメッセージから選択された符号化データが、前記装置によ
って送られるべき次のテキストメッセージのために使用される、請求項１に記載の装置。



(2) JP 4544395 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

【請求項３】
　メッセージを受信して復調する段階と、
　受信したメッセージの種類を検出する段階と、
　前記受信したメッセージを符号化する際に使用された符号化データ集合を決定する段階
と、
　ローカルの符号化データメモリから、前記決定された符号化データ集合を選択する段階
と、
　前記メッセージを復号する段階と、
　前記メッセージを表示する段階と、
　異なる通信ネットワークへの移動を検出する段階と、
　前記異なる通信ネットワークへの移動を検出した場合に、初期値としてデフォルトの符
号化データ集合を選択する段階と、
　を有する、ネットワークにおいてテキストメッセージを受信する方法。
【請求項４】
　メッセージを入力する段階と、
　前記選択された符号化データ集合を用いて、前記入力されたメッセージを符号化する段
階と、
　前記符号化されたメッセージを送信する段階と、
　をさらに有する、請求項３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ：Short Message Service）などによ
るテキストメッセージの通信に使用される装置及び方法に関し、特に、これらの装置及び
方法においてメッセージの送信で使用される符号化データ集合の選択に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機および他の携帯型の装置の使用が増加するにつれて、文字情報を送信するこ
とが可能であるショートメッセージサービス送信は、過去数年にわたって、ますますポピ
ュラーなものとなってきている。ショートメッセージサービス送信は、現在、他のポータ
ブル装置、地上電話回線に接続された電話機、あるいはパーソナルコンピュータからも行
なうことができる。ショートメッセージサービスの利用はこれらからも増加し続けるであ
ろうと予想されている。
【０００３】
　ＳＭＳメッセージは、典型的には、携帯電話機などの端末装置のキーパッドを使用して
、ユーザによってその装置へ入力される。メッセージが一旦入力されると、そのメッセー
ジの宛先すなわち受信者が選択され、メッセージがその装置から受信者に向けて１つ以上
の通信ネットワークを介して送信される。
【０００４】
　ＳＭＳサービスでは、メッセージに用いられる文字を符号化するための、文字体系（ア
ルファベット）として知られている、送信のために使用される多くの通信フォーマットが
存在する。これらにもののうちの最も基本的なものは、ＧＳＭ(Grobal System for Mobil
e Communication)の７ビットのデフォルトアルファベットである。これは、合計２５６個
の異なる文字をサポートし、したがって、標準の２６個の英語のアルファベットと、０か
ら９までの数字と、種々の外国語の特殊文字と、アクセント記号つきの文字のためには十
分な文字を備えている。
【０００５】
　送信用のもっと精巧な文字体系は、合計５１２個の異なる文字の送信を可能にする、８
ビットのアルファベットである。さらにこれを超えるものとして、合計で１３１，０７２
個の異なる文字の送信を可能にするＵＣＳ２　１６ビットのアルファベットが、現在、利
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用可能となっている。
【特許文献１】米国特許第５５１９４４３号明細書
【特許文献２】米国特許第６３８９０６４号明細書
【特許文献３】特開平１０－１９０８６３号公報
【特許文献４】特開平９－１９１４８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ほとんどの国々では、多くの異なる通信ネットワークが、利用可能な文字体系集合の１
または複数を使用して、ＳＭＳメッセージをサポートしている。ネットワーク事業者によ
って端末装置が提供される場合には、その端末装置は、その事業者が採用しているＳＭＳ
文字体系をサポートするのが通常である。
【０００７】
　人々がより頻繁に旅行するようになるにつれて、モバイル装置は、複数の異なる通信ネ
ットワークをまたがって作動することが要求されている。しかしながら、ＳＭＳメッセー
ジ端末がサポートする文字体系集合が限られていることは、それらの端末装置があるネッ
トワークに接続された場合に、ユーザがＳＭＳメッセージングを利用できないという結果
をもたらし得る。
【０００８】
　そこで本発明の目的は、異なる通信ネットワークのいずれにおいてもショートメッセー
ジサービスを利用可能とする装置を提供することにある。
【０００９】
　本発明の別の目的は、異なる通信ネットワークのいずれにおいてもショートメッセージ
サービスを利用可能とする方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のネットワークにおいてテキストメッセージを受信する装置は、メッセージを受
信して復調する手段と、受信したメッセージの種類を検出する手段と、受信したテキスト
メッセージに応答して、前記受信したテキストメッセージを符号化するために使用された
符号化データ集合を決定する手段と、前記テキストメッセージの復号のためにローカルの
符号化データメモリから符号化データ集合を選択する手段と、前記テキストメッセージを
復号する手段と、前記復号されたテキストメッセージを表示する手段と、を有する。
【００１１】
　本発明においてテキストメッセージは、典型的には、ショートメッセージサービスのメ
ッセージである。符号化データ集合とは、テキストメッセージを符号化する際に用いられ
てデータの集合のことであって、一般には、文字コード集合あるいは文字体系などと呼ば
れるもののことである。
【００１２】
　すなわち本発明に基づく典型的なＳＭＳメッセージ端末は、ＳＭＳメッセージを受信す
る手段と、受信したＳＭＳメッセージで使用されているＳＭＳ文字体系の詳細を列挙する
ための手段と、検出されたＳＭＳ文字体系を、格納された複数のＳＭＳ文字体系の中から
選択する手段と、受信したＳＭＳメッセージをその選択されたＳＭＳ文字体系を用いて復
号する手段と、を有する。
【００１３】
　本発明のネットワークにおいてテキストメッセージを受信する方法は、メッセージを受
信して復調する段階と、受信したメッセージの種類を検出する段階と、受信したメッセー
ジを符号化する際に使用された符号化データ集合を決定する段階と、ローカルの符号化デ
ータメモリから、その決定された符号化データ集合を選択する段階と、メッセージを復号
する段階と、メッセージを表示する段階と、を有する。
【発明の効果】
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【００１４】
　本発明は、受信したテキストメッセージで使用されている文字体系を検出し、検出され
たＳＭＳ文字体系の復号データを、格納された複数のＳＭＳ文字体系の復号データの中か
ら選択し、選択された復号データを用いて受信したＳＭＳメッセージを復号することによ
り、異なる文字体系を使用する複数のネットワークのいずれにおいても、ショートメッセ
ージサービスを含むテキストメッセージサービスを利用できるようになる、という効果が
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　次に、本発明の好ましい実施形態について、図面を参照して説明する。図１は本発明の
実施の一形態のショートメッセージ（ＳＭＳ）通信端末装置の構成を示すブロック図であ
る。
【００１６】
　この通信端末装置は、無線によってＲＦ（高周波）信号として送信されてくる各種メッ
セージを受信するアンテナ２と、受信した高周波信号を復調してメッセージを出力するＲ
Ｆ復調器４と、ＲＦ復調器４の出力側に設けられ、受信したメッセージの種類（音声通話
であるかショートメッセージ（テキストメッセージ）であるかなど）を検出するメッセー
ジタイプ検出器６と、メッセージの種類が音声通話である場合にその音声通話の処理を行
う音声通話処理部８と、受信したメッセージの種類がテキストメッセージすなわちＳＭＳ
メッセージである場合にそのメッセージのヘッダに含まれる情報をデコードして、そのＳ
ＭＳメッセージの符号化に対して使用された文字体系を識別するＳＭＳヘッダデコーダ１
０と、ＳＭＳメッセージを種々の文字体系のいずれかで符号化しまたそのような文字体系
で符号化されたＳＭＳメッセージを復号するためのデータを格納するＳＭＳ文字体系メモ
リ１４と、ＳＭＳヘッダデコーダ１０での識別結果に基づいて、メッセージの復号のため
にＳＭＳ文字体系メモリ１４から文字体系を選択するＳＭＳ文字体系セレクタ１２と、Ｓ
ＭＳ文字体系セレクタ１２で選択された文字体系でＳＭＳメッセージを復号するためのデ
ータをＳＭＳ文字体系メモリ１４から取得してそのＳＭＳメッセージを復号するＳＭＳデ
コーダ１６と、復号されたメッセージを表示するメッセージ表示部１８と、を備えている
。さらにこの通信端末装置は、ＳＭＳメッセージを送信するために、メッセージが入力す
るメッセージ入力部２０と、ＳＭＳ文字体系セレクタ１２で選択された文字体系にしたが
って、ＳＭＳ文字体系メモリ１４に格納されたデータを用いてメッセージを符号化するＳ
ＭＳ符号化器２２と、符号化されたメッセージを高周波信号に変換するＲＦ変調器２４と
、を備えている。ＲＦ変調器２４から出力される高周波信号は、アンテナ２から送信され
るようになっている。
【００１７】
　次にこの装置の動作について説明する。
【００１８】
　図１において、ＳＭＳメッセージは、端末装置のアンテナ２によって受信される。その
メッセージは、その後、その受信したメッセージをその基本的な符号化された状態へと復
調するＲＦ復調器４に送られる。その後、復調された信号は、メッセージタイプ検出器６
に供給される。メッセージタイプ検出器６は、受信されたメッセージの種類（タイプ）を
検出する。音声通話であるとメッセージが判断された場合には、音声通話を受信し通信す
るためのあらゆる側面の処理を次に実行する音声通話処理部８に、そのメッセージは接続
される。これは、本発明の主題とは関係がない。
【００１９】
　メッセージがＳＭＳメッセージであると検出された場合には、そのメッセージは、ＳＭ
Ｓヘッダデコーダ１０に送られる。ＳＭＳヘッダデコーダ１０は、ＳＭＳメッセージに付
随して受信されたヘッダを検査する。ヘッダは、ＳＭＳメッセージの符号化のために使用
された文字体系に関する情報を含んでおり、この情報は、ＳＭＳ文字体系セレクタ１２に
送られる。このデータに応答して、ＳＭＳ文字体系セレクタ１２は、ＳＭＳ文字体系メモ
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リ１４が、関連する復号データをＳＭＳデコーダ１６に供給するようにさせる。その後、
ＳＭＳデコーダ１６は、適切なＳＭＳ文字体系、例えば７ビット、８ビットあるいは１６
ビットの文字体系（あるいは他の使用されたアルファベット）を使用して、受信されたメ
ッセージを復号する。復号されたメッセージは、その後、メッセージ表示部１８上に表示
される。
【００２０】
　ＳＭＳ文字体系メモリ１４は、通常、デフォルト値（省略時の値）で設定されている。
デフォルト値は、最小のビット数からなる文字体系集合（アルファベット集合）である。
端末装置がこの文字体系（例えば７ビットのアルファベット）をサポートするネットワー
クの中で使用される時には、全てのメッセージがデフォルトの文字体系集合で受信される
限り、ＳＭＳ文字体系メモリ１４をリセットしてデフォルトとは異なる文字体系集合をＳ
ＭＳデコーダ１６に供給することは要求されない。
【００２１】
　しかしながら、メッセージが異なるＳＭＳ文字体系、例えば８ビットあるいは１６ビッ
トの文字体系で受信される場合には、ＳＭＳ文字体系セレクタ１２によって、ＳＭＳ文字
体系メモリ１４は、受信メッセージによって使用される文字体系に関連した復号データを
ＳＭＳデコーダ１６に対して供給されるようにされる。その後、受信メッセージは適切に
復号される。同時に、ＳＭＳ文字体系セレクタ１２は、ＳＭＳ文字体系メモリ１４で使用
されているデフォルトの文字体系を、受信メッセージで使用されている文字体系に変更す
るであろう。
【００２２】
　この装置からメッセージが送られることになっている場合、そのメッセージは、ユーザ
によって、メッセージ入力部２０から入力される。その後、ＳＭＳ符号化器２２は、ＳＭ
Ｓ文字体系メモリ１４からの、ＳＭＳ文字体系セレクタ１２によって選択されている現在
のデフォルトＳＭＳ文字体系を使用して、メッセージを符号化する。この符号化は、使用
されているＳＭＳ文字体系を特定する情報を含むヘッダをＳＭＳメッセージに追加するこ
とを含んでいる。その後、符号化されたメッセージは、ＲＦ変調器２４に送られ、そこで
、適切なＲＦ周波数の信号に変換されて、アンテナ２を介して送信される。
【００２３】
　ＳＭＳ文字体系メモリ１４のこの現在のデフォルト値を使用するこの符号化プロセスは
、装置が最後にメッセージを受信し、装置の現在のデフォルトのＳＭＳ文字体系を選択さ
せたネットワーク内でその装置が動作し続ける限り、継続するであろう。
【００２４】
　装置が新しいネットワークに移動する場合、アンテナ２を介してネットワークから受信
したネットワーク識別情報が、その移動したことをこの装置に通知する。この装置は、Ｓ
ＭＳ文字体系セレクタ１２を、強制的に、ＳＭＳ文字体系メモリ１４の現在の値から、最
小のビット数（例えば７ビット）のＳＭＳ文字体系に戻すように構成されている。その後
、その文字体系は、その新しいネットワークの中で、初期値として使用されるであろう。
新しいネットワーク中でメッセージが受信されると、このメッセージのために使用された
文字体系が、ＳＭＳ文字体系セレクタ１２によって検出され、適切なＳＭＳ文字体系がメ
モリにロードされるであろう。新しいネットワーク中でこの装置によって使用される最初
のメッセージがこの装置によって送信されるメッセージである場合、このメッセージは、
最小のビット数（例えば７ビット）のアルファベットを使用して符号化されるであろう。
【００２５】
　本発明は、携帯電話機、その他のポータブル通信装置、地上回線に接続された電話機、
モバイルコンピュータなどを含む、テキストあるいはＳＭＳメッセージ送信する任意の装
置において使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施の一形態のショートメッセージ端末装置を示すブロック図である。
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【符号の説明】
【００２７】
　　４　　ＲＦ復調器
　　６　　メッセージタイプ検出器
　　８　　音声通話処理部
　１０　　ＳＭＳヘッダデコーダ
　１２　　ＳＭＳ文字体系セレクタ
　１４　　ＳＭＳ文字体系メモリ
　１６　　ＳＭＳデコーダ
　１８　　メッセージ表示部
　２０　　メッセージ入力部
　２２　　ＳＭＳ符号化器
　２４　　ＲＦ変調器

【図１】
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