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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルメッセージングシステムであって、
　通信装置と、
　モバイルメッセージングアプリケーションと、
　ネットワーク間メッセージングの方法が電子メールである移動電話と、
を備え、前記通信装置は、前記移動電話の所有者を宛先とする通信メッセージを前記モバ
イルメッセージングアプリケーションへ送信するように動作でき、前記メッセージの受信
者を識別する手段は、前記移動電話に指定された移動電話番号によるものであり、前記モ
バイルメッセージングアプリケーションは、移動電話が接続されるテレコミュニケーショ
ンネットワークのイントラネットワークインスタントメッセージングシステムとの制御通
信リンクを開始し、更に、所定の登録メッセージを前記移動電話へ送信することを前記イ
ントラネットワークインスタントメッセージングシステムに指令し、前記所定の登録メッ
セージの受信に続いて、前記移動電話の前記所有者は、自分の移動電話番号を伴う電子メ
ールにより前記モバイルメッセージングアプリケーションへ応答し、次いで、前記モバイ
ルメッセージングシステムが、前記移動電話の前記所有者との将来のネットワーク間メッ
セージ通信を容易にするために、前記移動電話の電子メールアドレスの前記所有者と、前
記移動電話に指定された前記移動電話番号との間の関係を記録し、次いで、前記関係を記
録した後に、前記通信メッセージを前記所有者へ前記電子メールアドレスにより送信する
ように動作する、モバイルメッセージングシステム。
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【請求項２】
　モバイルメッセージングシステムであって、
　通信装置と、
　モバイルメッセージングアプリケーションと、
　ネットワーク間メッセージングの方法が電子メールである受信者移動電話と、
　少なくとも１つのファシリテータ移動電話と、
を備え、前記通信装置は、前記受信者移動電話の所有者を宛先とする通信メッセージを前
記モバイルメッセージングアプリケーションへ送信するように動作でき、前記メッセージ
の受信者を識別する手段は、前記移動電話に指定された移動電話番号によるものであり、
前記モバイルメッセージングシステムが、受信者移動電話と同じテレコミュニケーション
ネットワークに接続された前記少なくとも１つのファシリテータ移動電話を制御して、前
記テレコミュニケーションネットワークのイントラネットワークインスタントメッセージ
ングシステムを使用して前記受信者移動電話へ所定の登録メッセージを送信し、前記所定
の登録メッセージの受信に続いて、前記移動電話の前記所有者は、自分のＥメールアドレ
スで前記少なくとも１つのファシリテータ移動電話へ応答し、次いで、前記モバイルメッ
セージングシステムが、前記移動電話の前記所有者との将来のネットワーク間メッセージ
通信を容易にするために、前記移動電話の電子メールアドレスの前記所有者と、前記移動
電話に指定された前記移動電話番号との間の関係を記録し、次いで、前記関係を記録した
後に、前記通信メッセージを前記所有者へ前記電子メールアドレスにより送信するように
動作する、モバイルメッセージングシステム。
【請求項３】
　モバイルメッセージングシステムであって、
　通信装置と、
　モバイルメッセージングアプリケーションと、
　ネットワーク間メッセージングの方法が電子メールである移動電話と、
を備え、前記通信装置は、前記移動電話の所有者を宛先とする通信メッセージを前記モバ
イルメッセージングアプリケーションへ送信するように動作でき、前記メッセージの受信
者を識別する手段は、前記移動電話に指定された移動電話番号によるものであり、前記モ
バイルメッセージングアプリケーションは、移動電話が接続されるテレコミュニケーショ
ンネットワークのイントラネットワークインスタントメッセージングシステムとの制御通
信リンクを開始し、更に、所定の登録メッセージを固有の識別子を備える前記移動電話へ
送信することを前記イントラネットワークインスタントメッセージングシステムに指令し
、前記所定の登録メッセージの受信に続いて、前記移動電話の前記所有者は、前記固有の
識別子を伴う電子メールにより前記モバイルメッセージングアプリケーションへ応答し、
次いで、前記モバイルメッセージングシステムが、前記移動電話の前記所有者との将来の
ネットワーク間メッセージ通信を容易にするために、前記移動電話の電子メールアドレス
の前記所有者と、前記固有の識別子によって識別される前記移動電話に指定された前記移
動電話番号との間の関係を記録し、次いで、前記関係を記録した後に、前記通信メッセー
ジを前記所有者へ前記電子メールアドレスにより送信するように動作する、モバイルメッ
セージングシステム。
【請求項４】
　ネットワーク間メッセージングの方法が電子メールである移動電話へモバイルメッセー
ジを送信するための方法であって、
　通信装置により送信された通信メッセージを受信し、該通信メッセージは、意図された
受信者を移動電話番号により識別するものであるステップと、
　前記移動電話番号が指定された移動電話が接続されるテレコミュニケーションネットワ
ークのイントラネットワークインスタントメッセージングシステムとの制御通信リンクを
開始するステップと、
　前記移動電話へ所定の登録メッセージを送信するように前記イントラネットワークイン
スタントメッセージングシステムに指令するステップと、
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　前記移動電話番号を含む前記所定の登録メッセージに対する電子メール応答を受信する
ステップと、
　前記移動電話との将来のネットワーク間メッセージ通信を容易にするために、前記電子
メール応答を送信するのに使用される前記電子メールアドレスと、前記電子メール応答に
含まれる前記移動電話番号との間の関係を記録するステップと、
　前記通信メッセージを前記移動電話へその記録された関連電子メールアドレスにより送
信するよう動作するステップと、
を備えた方法。
【請求項５】
　ネットワーク間メッセージングの方法が電子メールである移動電話へモバイルメッセー
ジを送信するための方法であって、
　通信装置により送信された通信メッセージを受信し、該通信メッセージは、意図された
受信者を移動電話番号により識別するものであるステップと、
　前記移動電話番号が指定された前記移動電話と同じテレコミュニケーションネットワー
クに接続される少なくとも１つのファシリテータ移動電話との制御通信リンクを開始する
ステップと、
　前記テレコミュニケーションネットワークのイントラネットワークインスタントメッセ
ージングシステムを使用して少なくとも１つのファシリテータ移動電話を経て前記移動電
話へ所定の登録メッセージを送信するステップと、
　電子メールアドレスを含む前記所定の登録メッセージに対するイントラネットワークメ
ッセージ応答を受信するステップと、
　前記移動電話との将来のネットワーク間メッセージ通信を容易にするために、前記イン
トラネットワークメッセージ応答を送信するのに使用される前記移動電話番号と、前記イ
ントラネットワークメッセージ応答に含まれる前記電子メールアドレスとの間の関係を記
録するステップと、
　前記通信メッセージを前記移動電話へその記録された関連電子メールアドレスにより送
信するよう動作するステップと、
を備えた方法。
【請求項６】
　ネットワーク間メッセージングの方法が電子メールである移動電話へモバイルメッセー
ジを送信するための方法であって、
　通信装置により送信された通信メッセージを受信し、該通信メッセージは、意図された
受信者を移動電話番号により識別するものであるステップと、
　前記移動電話番号が指定された移動電話が接続されるテレコミュニケーションネットワ
ークのイントラネットワークインスタントメッセージングシステムとの制御通信リンクを
開始するステップと、
　発生された固有の識別子を含む所定の登録メッセージを前記移動電話へ送信するように
前記イントラネットワークインスタントメッセージングシステムに指令するステップと、
　前記移動電話番号及び固有のコードを含む前記所定の登録メッセージに対する電子メー
ル応答を受信するステップと、
　前記固有のコードが前記発生された固有の識別子に一致する場合に、前記移動電話との
将来のネットワーク間メッセージ通信を容易にするために、前記電子メール応答を送信す
るのに使用される前記電子メールアドレスと、前記電子メール応答に含まれる前記移動電
話番号との間の関係を記録するステップと、
　前記通信メッセージを前記移動電話へその記録された関連電子メールアドレスにより送
信するよう動作するステップと、
を備えた方法。
【請求項７】
　通信装置から通信メッセージを受信するように動作できるモバイルメッセージングアプ
リケーションであって、前記通信メッセージの受信者を識別するための手段は、移動電話
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に指定された移動電話番号によるもので、前記移動電話が接続されるテレコミュニケーシ
ョンネットワークのイントラネットワークインスタントメッセージングシステムとの制御
通信リンクを開始し、そして前記移動電話へ所定の登録メッセージを送信することを前記
イントラネットワークインスタントメッセージングシステムに指令するよう動作でき、更
に、前記モバイルメッセージングアプリケーションは、前記移動電話番号を含む前記所定
の登録メッセージに対する電子メール応答を受信し、前記電子メール応答を送信するのに
使用される電子メールアドレスと、前記電子メール応答に示された前記移動電話番号との
間の関係を記録し、その後、前記通信メッセージを所有者へその記録された電子メールア
ドレスにより送信するよう動作できる、モバイルメッセージングアプリケーション。
【請求項８】
　通信装置から通信メッセージを受信するように動作できるモバイルメッセージングアプ
リケーションであって、前記通信メッセージの受信者を識別するための手段は、移動電話
に指定された移動電話番号によるもので、前記移動電話も接続されるテレコミュニケーシ
ョンネットワークに接続される少なくとも１つのファシリテータ移動電話の制御を開始し
、これにより、前記移動電話が接続される前記テレコミュニケーションネットワークのイ
ントラネットワークインスタントメッセージングシステムを使用して登録メッセージを前
記移動電話へ送信することを前記少なくとも１つのファシリテータ移動電話に指令するよ
う動作でき、更に、前記モバイルメッセージングアプリケーションは、前記移動電話の所
有者の電子メールアドレス含む前記所定の登録メッセージに対するイントラネットワーク
メッセージ応答を受信し、前記イントラネットワークメッセージ応答に含まれる前記電子
メールアドレスと、前記イントラネットワークメッセージ応答を送信するのに使用される
前記移動電話番号との間の関係を記録し、その後、前記通信メッセージを前記所有者へそ
の記録された電子メールアドレスにより送信するよう動作できる、モバイルメッセージン
グアプリケーション。
【請求項９】
　通信装置から通信メッセージを受信するように動作できるモバイルメッセージングアプ
リケーションであって、前記通信メッセージの受信者を識別するための手段は、移動電話
に指定された移動電話番号によるもので、前記移動電話も接続されるテレコミュニケーシ
ョンネットワークに接続される少なくとも１つのファシリテータ移動電話の制御を開始し
、これにより、前記移動電話が接続される前記テレコミュニケーションネットワークのイ
ントラネットワークインスタントメッセージングシステムを使用して、発生された固有の
識別子を含む登録メッセージを前記移動電話へ送信することを前記少なくとも１つのファ
シリテータ移動電話に指令するよう動作でき、更に、前記モバイルメッセージングアプリ
ケーションは、前記移動電話の所有者の電子メールアドレス含む前記所定の登録メッセー
ジに対するイントラネットワークメッセージ応答を受信し、前記イントラネットワークメ
ッセージ応答に含まれる前記電子メールアドレスと、前記イントラネットワークメッセー
ジ応答を送信するのに使用される前記移動電話番号との間の関係を記録し、その後、前記
通信メッセージを所有者へその記録された電子メールアドレスにより送信するよう動作で
きる、モバイルメッセージングアプリケーション。
【請求項１０】
　通信装置により送信された通信メッセージを受信する手段であって、前記通信メッセー
ジは、意図された受信者を移動電話番号により識別するものである手段と、
　前記移動電話番号が指定された移動電話が接続されるテレコミュニケーションネットワ
ークのイントラネットワークインスタントメッセージングシステムとの制御通信リンクを
開始する手段と、
　前記移動電話へ所定の登録メッセージを送信するように前記イントラネットワークイン
スタントメッセージングシステムに指令する手段と、
　前記移動電話番号を含む前記所定の登録メッセージに対する電子メール応答を受信する
手段と、
　前記移動電話との将来のネットワーク間メッセージ通信を容易にするために、前記電子
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メール応答を送信するのに使用される電子メールアドレスと、前記電子メール応答に含ま
れる前記移動電話番号との間の関係を記録する手段と、
　前記通信メッセージを前記移動電話へその記録された関連電子メールアドレスにより送
信するよう動作する手段と、
を記録しているコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１１】
　通信装置により送信された通信メッセージを受信する手段であって、前記通信メッセー
ジは、意図された受信者を移動電話番号により識別するものである手段と、
　前記移動電話番号が指定された移動電話と同じテレコミュニケーションネットワークに
接続された少なくとも１つのファシリテータ移動電話との制御通信リンクを開始する手段
と、
　前記テレコミュニケーションネットワークのイントラネットワークインスタントメッセ
ージングシステムを使用して前記少なくとも１つのファシリテータ移動電話を経て所定の
登録メッセージを前記移動電話へ送信する手段と、
　電子メールアドレスを含む前記所定の登録メッセージに対するイントラネットワークメ
ッセージ応答を受信する手段と、
　前記移動電話との将来のネットワーク間メッセージ通信を容易にするために、前記イン
トラネットワークメッセージ応答を送信するのに使用される前記移動電話番号と、前記イ
ントラネットワークメッセージ応答に含まれる前記電子メールアドレスとの間の関係を記
録する手段と、
　前記通信メッセージを前記移動電話へその記録された関連電子メールアドレスにより送
信するように動作する手段と、
を記録しているコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１２】
　通信装置により送信された通信メッセージを受信する手段であって、前記通信メッセー
ジは、意図された受信者を移動電話番号により識別するものである手段と、
　前記移動電話番号が指定された移動電話が接続されるテレコミュニケーションネットワ
ークのイントラネットワークインスタントメッセージングシステムとの制御通信リンクを
開始する手段と、
　発生された固有の識別子を含む所定の登録メッセージを前記移動電話へ送信するように
前記イントラネットワークインスタントメッセージングシステムに指令する手段と、
　前記移動電話番号及び固有のコードを含む前記所定の登録メッセージに対する電子メー
ル応答を受信する手段と、
　前記固有のコードが前記発生された固有の識別子に一致する場合に、前記移動電話との
将来のネットワーク間メッセージ通信を容易にするために、前記電子メール応答を送信す
るのに使用される電子メールアドレスと、前記電子メール応答に含まれる前記移動電話番
号との間の関係を記録する手段と、
　前記通信メッセージを前記移動電話へその記録された関連電子メールアドレスにより送
信する手段と、
を記録しているコンピュータ読み取り可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モバイルメッセージングシステム及び当該モバイルメッセージングシステム
を動作させる方法に係る。モバイルメッセージングシステムは、外部メッセージの主たる
形態がＥメールである移動電話ネットワークへのメッセージの配送を容易にするように特
に適応される。
【背景技術】
【０００２】
　本発明に対する背景の以下の説明は、本発明の理解を容易にすることを意図している。
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この説明は、引用するいずれの資料も、本出願の優先権主張日にいずれかの管轄区におい
て出版され、知られ、又は共通の一般的知識の一部分であったことを認め又は容認するも
のではないと理解すべきである。
【０００３】
　モバイルメッセージングサービスは、ほとんどの移動電話ネットワークの共通の特徴で
ある。典型的に、このようなモバイルメッセージングは、「ショートメッセージングサー
ビス（ＳＭＳ）」によって提供される。しかしながら、ある国（日本のような）では、移
動電話ネットワークは、そのとき市場で入手できる大半の移動電話を通してＳＭＳシステ
ムを実施することができず、それ故、他の手段を通してモバイルメッセージングサービス
を提供している。例えば、モバイルメッセージは、主としてＥメールとして送信するか、
又は「簡易メール転送プロトコル（ＳＭＴＰ）」プロセスを通して送信することができる
。
【０００４】
　上述した別のシステムに伴う問題は、移動電話ネットワークに対する加入者間でのメッ
セージを容易にするために使用される固有の識別子が加入者のＥメールアドレスであると
いう点である。このシステムの最近の適応は、加入者のＥメールアドレスと、それらの移
動電話番号との間に生成される関係を考慮している。このように、加入者は、自分の電話
番号によってモバイルメッセージの受信を識別でき、即ちテレコミュニケーションキャリ
アは、生成された関係を使用して、モバイルメッセージをそれらのＥメールアドレスによ
り受信者へ再ルーティングすることができる。
【０００５】
　これらの適応システムに伴う問題は、モバイルメッセージを発信する加入者にとって、
受信者が自分のＥメールアドレスと移動電話番号との間に必要な関係を生成しているかど
うか知るすべがないことである。受信者が必要な関係を生成していない場合には、１つの
例外を除いて、メッセージを送信することができない。即ち、ある状況では、テレコミュ
ニケーションキャリアは、受信者の識別子として移動電話番号のみを使用してイントラネ
ットワークのインスタントメッセージングを許すことができる。しかしながら、ネットワ
ーク間システムは、受信者の識別子としてＥメールアドレスを依然必要とする。
【０００６】
　それ故、このような適応システムにとって、加入者が自分のＥメールアドレスと移動電
話番号との間の関係を生成するよう保証することが重要になる。これは、慣習的に、各加
入者が自分に移動電話番号を含むＥメールをテレコミュニケーションキャリアへ送信する
というキャンペーンを行うことで対処されている。しかしながら、このようなキャンペー
ンは、複雑な成功度しか得られない。
【０００７】
　それ故、本発明の目的は、上述した問題の幾つか又は全部を、少なくとも一部分、克服
することである。
【発明の概要】
【０００８】
　本件を通じて特に指示のない限り、「備える(comprising)」、「より成る(consisting 
of)」、等の語は、包括的なものであって、余すところのないものではないと解釈された
い。
【０００９】
　本発明の第１の態様によれば、
　モバイルメッセージングシステムであって、
　通信装置と、
　モバイルメッセージングアプリケーションと、
　ネットワーク間メッセージングの方法が電子メールである移動電話と、
を備え、通信装置は、移動電話の所有者を宛先とする通信メッセージをモバイルメッセー
ジングアプリケーションへ送信するように動作でき、メッセージの受信者を識別する手段
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は、移動電話に指定された移動電話番号によるものであり、モバイルメッセージングアプ
リケーションは、移動電話が接続されるテレコミュニケーションネットワークのイントラ
ネットワークインスタントメッセージングシステムとの制御通信リンクを開始し、更に、
所定の登録メッセージを移動電話へ送信することをイントラネットワークインスタントメ
ッセージングシステムに指令し、所定の登録メッセージの受信に続いて、移動電話の所有
者は、自分の移動電話番号を伴う電子メールによりモバイルメッセージングアプリケーシ
ョンへ応答し、次いで、モバイルメッセージングシステムが、移動電話の所有者との将来
のネットワーク間メッセージ通信を容易にするために、移動電話の電子メールアドレスの
所有者と、移動電話に指定された移動電話番号との間の関係を記録し、次いで、その関係
を記録した後に、通信メッセージを所有者へ電子メールアドレスにより送信するように動
作する、モバイルメッセージングシステムが提供される。
【００１０】
　モバイルメッセージングアプリケーションは、配送モジュールと、登録モジュールと、
データベースとを備え、配送モジュールは、通信メッセージを受信し、その通信メッセー
ジを分析して、移動電話に指定された移動電話番号及び通信メッセージのメッセージコン
ポーネントを決定し、そのような詳細を登録モジュールへ転送し、更に、登録モジュール
は、移動電話の所有者からの電子メール応答を受信し、電子メール応答に示される移動電
話番号を、配送モジュールにより転送された移動電話番号の詳細と相関させ、一致が決定
されると、第１に、電子メール応答を送信するのに使用される電子メールアドレスと、電
子メール応答に示される移動電話番号との間の関係をデータベースに記憶し、第２に、通
信メッセージの一致するメッセージコンポーネントを、その記録された電子メールアドレ
スにより移動電話へ転送するように設計されてもよい。
【００１１】
　登録メッセージは、移動電話の所有者がセキュリティの理由で自分の電子メール応答に
含ませる必要のある固有のコードを含むことができる。
【００１２】
　モバイルメッセージングアプリケーションは、通信メッセージが受信されたがまだ移動
電話へ転送されていないことを示すメッセージを通信装置へ送信するように動作できる。
【００１３】
　モバイルメッセージングアプリケーションは、電子メール応答を送信するのに使用され
る電子メールアドレスと、電子メール応答に示される移動電話番号との間の関係をデータ
ベースに記憶した後に通信メッセージのメッセージコンポーネントが移動電話へ送信され
たことを示すメッセージを通信装置へ送信するように動作できる。
【００１４】
　モバイルメッセージングシステムは、更に、通信メッセージの発信者の移動電話番号と
電子メールアドレスとの間の関係を前記と同様の仕方で記録するように動作できる。
【００１５】
　本発明の第２の態様によれば、
　モバイルメッセージングシステムであって、
　通信装置と、
　モバイルメッセージングアプリケーションと、
　ネットワーク間メッセージングの方法が電子メールである受信者移動電話と、
　少なくとも１つのファシリテータ移動電話と、
を備え、通信装置は、受信者移動電話の所有者を宛先とする通信メッセージをモバイルメ
ッセージングアプリケーションへ送信するように動作でき、メッセージの受信者を識別す
る手段は、移動電話に指定された移動電話番号によるものであり、モバイルメッセージン
グシステムが、受信者移動電話と同じテレコミュニケーションネットワークに接続された
少なくとも１つのファシリテータ移動電話を制御して、テレコミュニケーションネットワ
ークのイントラネットワークインスタントメッセージングシステムを使用して受信者移動
電話へ所定の登録メッセージを送信し、所定の登録メッセージの受信に続いて、移動電話
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の所有者は、自分のＥメールアドレスで少なくとも１つのファシリテータ移動電話へ応答
し、次いで、モバイルメッセージングシステムが、移動電話の所有者との将来のネットワ
ーク間メッセージ通信を容易にするために、移動電話の電子メールアドレスの所有者と、
移動電話に指定された移動電話番号との間の関係を記録し、次いで、その関係を記録した
後に、通信メッセージを所有者へ電子メールアドレスにより送信するように動作する、モ
バイルメッセージングシステムが提供される。
【００１６】
　モバイルメッセージングアプリケーションは、配送モジュールと、登録モジュールと、
データベースとを備え、配送モジュールは、通信メッセージを受信し、その通信メッセー
ジを分析して、移動電話に指定された移動電話番号及び通信メッセージのメッセージコン
ポーネントを決定し、そのような詳細を登録モジュールへ転送し、更に、登録モジュール
は、移動電話の所有者によりなされて少なくとも１つのファシリテータ移動電話により転
送されるイントラネットワークメッセージ応答を受信し、そのイントラネットワークメッ
セージ応答を送信するのに使用される移動電話番号を、配送モジュールにより転送された
移動電話番号の詳細と相関させ、一致が決定されると、第１に、イントラネットワークメ
ッセージ応答に示された電子メールアドレスと、イントラネットワークメッセージ応答を
送信するのに使用される移動電話番号との間の関係をデータベースに記憶し、第２に、通
信メッセージの一致するメッセージコンポーネントを、その記録された電子メールアドレ
スにより移動電話へ転送するように設計されてもよい。
【００１７】
　登録メッセージは、移動電話の所有者がセキュリティの理由で自分のイントラネットワ
ークメッセージ応答に含ませる必要のある固有のコードを含むことができる。
【００１８】
　モバイルメッセージングアプリケーションは、通信メッセージが受信されたがまだ移動
電話へ転送されていないことを示すメッセージを通信装置へ送信するように動作できる。
【００１９】
　モバイルメッセージングアプリケーションは、イントラネットワークメッセージ応答を
送信するのに使用される移動電話番号と、イントラネットワークメッセージ応答に示され
たＥメールアドレスとの間の関係をデータベースに記憶した後に通信メッセージのメッセ
ージコンポーネントが移動電話へ送信されたことを示すメッセージを通信装置へ送信する
ように動作できる。
【００２０】
　少なくとも１つのファシリテータ(facilitator)移動電話は、ショートコード及び固有
の識別子により複数の電話番号をもつように動作できる単一移動電話でよい。
【００２１】
　モバイルメッセージングシステムは、更に、通信メッセージの発信者の移動電話番号と
電子メールアドレスとの間の関係を前記と同様の仕方で記録するように動作できる。
【００２２】
　本発明の第３の態様によれば、
　モバイルメッセージングシステムであって、
　通信装置と、
　モバイルメッセージングアプリケーションと、
　ネットワーク間メッセージングの方法が電子メールである移動電話と、
を備え、前記通信装置は、前記移動電話の所有者を宛先とする通信メッセージを前記モバ
イルメッセージングアプリケーションへ送信するように動作でき、前記メッセージの受信
者を識別する手段は、前記移動電話に指定された移動電話番号によるものであり、前記モ
バイルメッセージングアプリケーションは、移動電話が接続されるテレコミュニケーショ
ンネットワークのイントラネットワークインスタントメッセージングシステムとの制御通
信リンクを開始し、更に、所定の登録メッセージを固有の識別子を備える前記移動電話へ
送信することを前記イントラネットワークインスタントメッセージングシステムに指令し
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、前記所定の登録メッセージの受信に続いて、前記移動電話の前記所有者は、前記固有の
識別子を伴う電子メールにより前記モバイルメッセージングアプリケーションへ応答し、
次いで、前記モバイルメッセージングシステムが、前記移動電話の前記所有者との将来の
ネットワーク間メッセージ通信を容易にするために、前記移動電話の電子メールアドレス
の前記所有者と、前記固有の識別子によって識別される前記移動電話に指定された前記移
動電話番号との間の関係を記録し、次いで、前記関係を記録した後に、前記通信メッセー
ジを前記所有者へ前記電子メールアドレスにより送信するように動作する、モバイルメッ
セージングシステムが提供される。
【００２３】
　モバイルメッセージングアプリケーションは、配送モジュールと、登録モジュールと、
データベースとを備え、配送モジュールは、通信メッセージを受信し、その通信メッセー
ジを分析して、移動電話に指定された移動電話番号及び通信メッセージのメッセージコン
ポーネントを決定し、固有のコードを発生し、そのような詳細及び固有のコードを登録モ
ジュールへ転送し、更に、登録モジュールは、移動電話の所有者からの電子メール応答を
受信し、電子メール応答に示された固有のコードを、配送モジュールにより転送された固
有のコードと相関させ、一致が決定されると、第１に、電子メール応答を送信するのに使
用される電子メールアドレスと、電子メール応答に示される移動電話番号との間の関係を
データベースに記憶し、第２に、通信メッセージの一致するメッセージコンポーネントを
、その記録された電子メールアドレスにより移動電話へ転送するように設計されてもよい
。
【００２４】
　モバイルメッセージングシステムは、更に、通信メッセージの発信者の移動電話番号と
電子メールアドレスとの間の関係を前記と同様の仕方で記録するように動作できる。
【００２５】
　本発明の第４の態様によれば、
　ネットワーク間メッセージングの方法が電子メールである移動電話へモバイルメッセー
ジを送信するための方法であって、
　通信装置により送信された通信メッセージを受信し、該通信メッセージは、意図された
受信者を移動電話番号により識別するものであるステップと、
　前記移動電話番号が指定された移動電話が接続されるテレコミュニケーションネットワ
ークのイントラネットワークインスタントメッセージングシステムとの制御通信リンクを
開始するステップと、
　前記移動電話へ所定の登録メッセージを送信するように前記イントラネットワークイン
スタントメッセージングシステムに指令するステップと、
　前記移動電話番号を含む前記所定の登録メッセージに対する電子メール応答を受信する
ステップと、
　前記移動電話との将来のネットワーク間メッセージ通信を容易にするために、前記電子
メール応答を送信するのに使用される前記電子メールアドレスと、前記電子メール応答に
含まれる前記移動電話番号との間の関係を記録するステップと、
　前記通信メッセージを前記移動電話へその記録された関連電子メールアドレスにより送
信するよう動作するステップと、
を備えた方法が提供される。
【００２６】
　好ましくは、この方法は、更に、
　通信メッセージを分析して、移動電話に指定された移動電話番号及びメッセージコンポ
ーネントを決定するステップと、
　そのメッセージコンポーネント及び移動電話番号を登録モジュールへ伝達するステップ
と、
　電子メール応答を登録モジュールへ伝達するステップと、
　電子メール応答に示される移動電話番号を、伝達された移動電話番号の細部と相関させ
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るステップと、
　相関の識別において電子メール応答を送信するのに使用される電子メールアドレスと、
電子メール応答に示される移動電話番号との間の関係をデータベースに記憶するステップ
と、
　その相関するメッセージコンポーネントを移動電話へその記録された電子メールアドレ
スにより転送するステップと、
を備えている。
【００２７】
　又、この方法は、次のステップ、即ち、
　通信メッセージが受信されたがまだ移動電話へ転送されていないことを示すメッセージ
を通信装置へ送信するステップ、又は、
　通信メッセージのメッセージコンポーネントが移動電話へ送信されたことを示すメッセ
ージを通信装置へ送信するステップ、
のいずれかを含んでもよい。
【００２８】
　又、好ましい実施形態において、この方法は、
　登録メッセージに含ませるための固有のコードを発生するステップと、
　その固有のコードを、電子メール応答に含まれるコードと相関させるステップ
を含んでもよい。
【００２９】
　本発明の第５の態様によれば、
　ネットワーク間メッセージングの方法が電子メールである移動電話へモバイルメッセー
ジを送信するための方法であって、
　通信装置により送信された通信メッセージを受信し、該通信メッセージは、意図された
受信者を移動電話番号により識別するものであるステップと、
　移動電話番号が指定された移動電話と同じテレコミュニケーションネットワークに接続
される少なくとも１つのファシリテータ移動電話との制御通信リンクを開始するステップ
と、
　テレコミュニケーションネットワークのイントラネットワークインスタントメッセージ
ングシステムを使用して少なくとも１つのファシリテータ移動電話を経て移動電話へ所定
の登録メッセージを送信するステップと、
　電子メールアドレスを含む所定の登録メッセージに対するイントラネットワークメッセ
ージ応答を受信するステップと、
　移動電話との将来のネットワーク間メッセージ通信を容易にするために、イントラネッ
トワークメッセージ応答を送信するのに使用される移動電話番号と、イントラネットワー
クメッセージ応答に含まれる電子メールアドレスとの間の関係を記録するステップと、
　通信メッセージを移動電話へその記録された関連電子メールアドレスにより送信するよ
う動作するステップと、
を備えた方法が提供される。
【００３０】
　この方法は、更に、
　通信メッセージを分析して、移動電話に指定された移動電話番号及びメッセージコンポ
ーネントを決定するステップと、
　そのメッセージコンポーネント及び移動電話番号を登録モジュールへ伝達するステップ
と、
　イントラネットワークメッセージ応答を登録モジュールへ伝達するステップと、
　イントラネットワークメッセージ応答を送信するのに使用される移動電話番号を、伝達
された移動電話番号の細部と相関させるステップと、
　相関の識別においてイントラネットワークメッセージ応答に示された電子メールアドレ
スと、イントラネットワークメッセージ応答を送信するのに使用される移動電話番号との
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間の関係をデータベースに記憶するステップと、
　その相関するメッセージコンポーネントを移動電話へその記録された電子メールアドレ
スにより転送するステップと、
を備えてもよい。
【００３１】
　又、この方法は、次のステップ、即ち、
　通信メッセージが受信されたがまだ移動電話へ転送されていないことを示すメッセージ
を通信装置へ送信するステップ、又は、
　通信メッセージのメッセージコンポーネントが移動電話へ送信されたことを示すメッセ
ージを通信装置へ送信するステップ、
のいずれかを含んでもよい。
【００３２】
　又、好ましい実施形態において、この方法は、
　登録メッセージに含ませるための固有のコードを発生するステップと、
　その固有のコードを、電子メール応答に含まれるコードと相関させるステップ
を含んでもよい。
【００３３】
　本発明の第６の態様によれば、
　ネットワーク間メッセージングの方法が電子メールである移動電話へモバイルメッセー
ジを送信するための方法であって、
　通信装置により送信された通信メッセージを受信し、該通信メッセージは、意図された
受信者を移動電話番号により識別するものであるステップと、
　移動電話番号が指定された移動電話が接続されるテレコミュニケーションネットワーク
のイントラネットワークインスタントメッセージングシステムとの制御通信リンクを開始
するステップと、
　発生された固有の識別子を含む所定の登録メッセージを移動電話へ送信するようにイン
トラネットワークインスタントメッセージングシステムに指令するステップと、
　移動電話番号及び固有のコードを含む所定の登録メッセージに対する電子メール応答を
受信するステップと、
　固有のコードが上記発生された固有の識別子に一致する場合に、移動電話との将来のネ
ットワーク間メッセージ通信を容易にするために、電子メール応答を送信するのに使用さ
れる電子メールアドレスと、電子メール応答に含まれる移動電話番号との間の関係を記録
するステップと、
　通信メッセージを移動電話へその記録された関連電子メールアドレスにより送信するよ
う動作するステップと、
を備えた方法が提供される。
【００３４】
　本発明の第７の態様によれば、通信装置から通信メッセージを受信するように動作でき
るモバイルメッセージングアプリケーションであって、通信メッセージの受信者を識別す
るための手段は、移動電話に指定された移動電話番号によるもので、移動電話が接続され
るテレコミュニケーションネットワークのイントラネットワークインスタントメッセージ
ングシステムとの制御通信リンクを開始し、そして移動電話へ所定の登録メッセージを送
信することをイントラネットワークインスタントメッセージングシステムに指令するよう
動作でき、更に、モバイルメッセージングアプリケーションは、移動電話番号を含む所定
の登録メッセージに対する電子メール応答を受信し、電子メール応答を送信するのに使用
される電子メールアドレスと、電子メール応答に示される移動電話番号との間の関係を記
録し、その後、通信メッセージを所有者へその記録された電子メールアドレスにより送信
するよう動作できる、モバイルメッセージングアプリケーションが提供される。
【００３５】
　モバイルメッセージングアプリケーションは、配送モジュールと、登録モジュールと、
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データベースとを備え、配送モジュールは、通信メッセージを受信し、その通信メッセー
ジを分析して、移動電話に指定された移動電話番号及び通信メッセージのメッセージコン
ポーネントを決定し、そのような詳細を登録モジュールへ転送し、更に、登録モジュール
は、移動電話の所有者からの電子メール応答を受信し、電子メール応答に示される移動電
話番号を、配送モジュールにより転送された移動電話番号の詳細と相関させ、一致が決定
されると、第１に、電子メール応答を送信するのに使用される電子メールアドレスと、電
子メール応答に示される移動電話番号との間の関係をデータベースに記憶し、第２に、通
信メッセージの一致するメッセージコンポーネントを、その記録された電子メールアドレ
スにより移動電話へ転送するように設計されてもよい。
【００３６】
　モバイルメッセージングアプリケーションは、登録メッセージに含ませるための固有の
コードを発生するように動作できる。
【００３７】
　モバイルメッセージングアプリケーションは、通信メッセージが受信されたがまだ移動
電話へ転送されていないことを示すメッセージを通信装置へ送信するように動作できる。
【００３８】
　モバイルメッセージングアプリケーションは、電子メール応答を送信するのに使用され
る電子メールアドレスと、電子メール応答に示される移動電話番号との間の関係をデータ
ベースに記憶した後に通信メッセージのメッセージコンポーネントが移動電話へ送信され
たことを示すメッセージを通信装置へ送信するように動作できる。
【００３９】
　本発明の第８の態様によれば、通信装置から通信メッセージを受信するように動作でき
るモバイルメッセージングアプリケーションであって、通信メッセージの受信者を識別す
るための手段は、移動電話に指定された移動電話番号によるもので、移動電話も接続され
るテレコミュニケーションネットワークに接続される少なくとも１つのファシリテータ移
動電話の制御を開始し、これにより、移動電話が接続されるテレコミュニケーションネッ
トワークのイントラネットワークインスタントメッセージングシステムを使用して登録メ
ッセージを移動電話へ送信することを少なくとも１つのファシリテータ移動電話に指令す
るよう動作でき、更に、モバイルメッセージングアプリケーションは、移動電話の所有者
の電子メールアドレス含む所定の登録メッセージに対するイントラネットワークメッセー
ジ応答を受信し、イントラネットワークメッセージ応答に含まれる電子メールアドレスと
、イントラネットワークメッセージ応答を送信するのに使用される移動電話番号との間の
関係を記録し、その後、通信メッセージを所有者へその記録された電子メールアドレスに
より送信するよう動作できる、モバイルメッセージングアプリケーションが提供される。
【００４０】
　モバイルメッセージングアプリケーションは、配送モジュールと、登録モジュールと、
データベースとを備え、配送モジュールは、通信メッセージを受信し、その通信メッセー
ジを分析して、移動電話に指定された移動電話番号及び通信メッセージのメッセージコン
ポーネントを決定し、そのような詳細を登録モジュールへ転送し、更に、登録モジュール
は、移動電話の所有者によりなされ少なくとも１つのファシリテータ移動電話により転送
されるイントラネットワークメッセージ応答を受信し、イントラネットワークメッセージ
応答を送信するのに使用される移動電話番号を、配送モジュールにより転送される移動電
話番号の詳細と相関させ、一致が決定されると、第１に、イントラネットワークメッセー
ジ応答に示された電子メールアドレスと、イントラネットワークメッセージ応答を送信す
るのに使用される移動電話番号との間の関係をデータベースに記憶し、第２に、通信メッ
セージの一致するメッセージコンポーネントを、その記録された電子メールアドレスによ
り移動電話へ転送するように設計されてもよい。
【００４１】
　モバイルメッセージングアプリケーションは、登録メッセージに含ませるための固有の
コードを発生するように動作できる。
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【００４２】
　モバイルメッセージングアプリケーションは、通信メッセージが受信されたがまだ移動
電話へ転送されていないことを示すメッセージを通信装置へ送信するように動作できる。
【００４３】
　モバイルメッセージングアプリケーションは、イントラネットワークメッセージ応答を
送信するのに使用される移動電話番号と、イントラネットワークメッセージ応答に示され
るＥメールアドレスとの間の関係をデータベースに記憶した後に通信メッセージのメッセ
ージコンポーネントが移動電話へ送信されたことを示すメッセージを通信装置へ送信する
ように動作できる。
【００４４】
　本発明の第９の態様によれば、通信装置から通信メッセージを受信するように動作でき
るモバイルメッセージングアプリケーションであって、通信メッセージの受信者を識別す
るための手段は、移動電話に指定された移動電話番号によるもので、移動電話も接続され
るテレコミュニケーションネットワークに接続される少なくとも１つのファシリテータ移
動電話の制御を開始し、これにより、移動電話が接続されるテレコミュニケーションネッ
トワークのイントラネットワークインスタントメッセージングシステムを使用して、発生
された固有の識別子を含む登録メッセージを移動電話へ送信することを少なくとも１つの
ファシリテータ移動電話に指令するよう動作でき、更に、モバイルメッセージングアプリ
ケーションは、移動電話の所有者の電子メールアドレス含む所定の登録メッセージに対す
るイントラネットワークメッセージ応答を受信し、イントラネットワークメッセージ応答
に含まれる電子メールアドレスと、イントラネットワークメッセージ応答を送信するのに
使用される移動電話番号との間の関係を記録し、その後、通信メッセージを所有者へその
記録された電子メールアドレスにより送信するよう動作できる、モバイルメッセージング
アプリケーションが提供される。
【００４５】
　モバイルメッセージングアプリケーションは、配送モジュールと、登録モジュールと、
データベースとを備え、配送モジュールは、通信メッセージを受信し、その通信メッセー
ジを分析して、移動電話に指定された移動電話番号及び通信メッセージのメッセージコン
ポーネントを決定し、固有のコードを発生し、そのような詳細及び固有のコードを登録モ
ジュールへ転送し、更に、登録モジュールは、移動電話の所有者から電子メール応答を受
信し、その電子メール応答に示された固有のコードを、配送モジュールにより転送される
固有のコードと相関させ、一致が決定されると、第１に、電子メール応答を送信するのに
使用される電子メールアドレスと、電子メール応答に示される移動電話番号との間の関係
をデータベースに記憶し、第２に、通信メッセージの一致するメッセージコンポーネント
を、その記録された電子メールアドレスにより移動電話へ転送するように設計されてもよ
い。
【００４６】
　本発明の第１０の態様によれば、
　通信装置により送信された通信メッセージを受信する手段であって、通信メッセージは
、意図された受信者を移動電話番号により識別するものである手段と、
　移動電話番号が指定された移動電話が接続されるテレコミュニケーションネットワーク
のイントラネットワークインスタントメッセージングシステムとの制御通信リンクを開始
する手段と、
　移動電話へ所定の登録メッセージを送信するようにイントラネットワークインスタント
メッセージングシステムに指令する手段と、
　移動電話番号を含む所定の登録メッセージに対する電子メール応答を受信する手段と、
　移動電話との将来のネットワーク間メッセージ通信を容易にするために、電子メール応
答を送信するのに使用される電子メールアドレスと、電子メール応答に含まれる移動電話
番号との間の関係を記録する手段と、
　通信メッセージを移動電話へその記録された関連電子メールアドレスにより送信するよ
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う動作する手段と、
を記録しているコンピュータ読み取り可能な媒体が提供される。
【００４７】
　好ましくは、このコンピュータ読み取り可能な媒体は、
　通信メッセージを分析し、移動電話に指定された移動電話番号及びメッセージコンポー
ネントを決定する手段と、
　そのメッセージコンポーネント及び移動電話番号を登録モジュールへ伝達する手段と、
　電子メール応答を登録モジュールへ伝達する手段と、
　電子メール応答に示される移動電話番号を、伝達された移動電話番号の細部と相関させ
る手段と、
　相関の識別において電子メール応答を送信するのに使用される電子メールアドレスと、
電子メール応答に示される移動電話番号との間の関係をデータベースに記憶する手段と、
　その相関するメッセージコンポーネントを移動電話へその記録された電子メールアドレ
スにより転送する手段も、記録している。
【００４８】
　又、このコンピュータ読み取り可能な媒体は、
　通信メッセージが受信されたがまだ移動電話へ転送されていないことを示すメッセージ
を通信装置へ送信する手段と、
　通信メッセージのメッセージコンポーネントが移動電話へ送信されたことを指示するメ
ッセージを通信装置へ送信する手段、のいずれかを記録してもよい。
【００４９】
　好ましくは、このコンピュータ読み取り可能な媒体は、
　登録メッセージに含ませるための固有のコードを発生する手段と、
　その固有のコードを電子メール応答に含まれるコードと相関させる手段も、記録してい
る。
【００５０】
　本発明の第１１の態様によれば、
　通信装置により送信された通信メッセージを受信する手段であって、通信メッセージは
、意図された受信者を移動電話番号により識別するものである手段と、
　移動電話番号が指定された移動電話と同じテレコミュニケーションネットワークに接続
された少なくとも１つのファシリテータ移動電話との制御通信リンクを開始する手段と、
　テレコミュニケーションネットワークのイントラネットワークインスタントメッセージ
ングシステムを使用して少なくとも１つのファシリテータ移動電話を経て所定の登録メッ
セージを移動電話へ送信する手段と、
　電子メールアドレスを含む所定の登録メッセージに対するイントラネットワークメッセ
ージ応答を受信する手段と、
　移動電話との将来のネットワーク間メッセージ通信を容易にするために、イントラネッ
トワークメッセージ応答を送信するのに使用される移動電話番号と、イントラネットワー
クメッセージ応答に含まれる電子メールアドレスとの間の関係を記録する手段と、
　通信メッセージを移動電話へその記録された関連電子メールアドレスにより送信するよ
うに動作する手段と、
を記録しているコンピュータ読み取り可能な媒体が提供される。
【００５１】
　このコンピュータ読み取り可能な媒体は、
　通信メッセージを分析して、移動電話に指定された移動電話番号及びメッセージコンポ
ーネントを決定する手段と、
　そのメッセージコンポーネント及び移動電話番号を登録モジュールへ伝達する手段と、
　イントラネットワークメッセージ応答を登録モジュールへ伝達する手段と、
　イントラネットワークメッセージ応答を送信するのに使用される移動電話番号を、通信
された移動電話番号の細部と相関させる手段と、
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　相関の識別においてイントラネットワークメッセージ応答に示される電子メールアドレ
スと、イントラネットワークメッセージ応答を送信するのに使用される移動電話番号との
間の関係をデータベースに記憶する手段と、
　その相関するメッセージコンポーネントを移動電話へその記録された電子メールアドレ
スにより転送する手段も、記録することができる。
【００５２】
　又、このコンピュータ読み取り可能な媒体は、
　通信メッセージが受信されたがまだ移動電話へ転送されていないことを示すメッセージ
を通信装置へ送信する手段と、
　通信メッセージのメッセージコンポーネントが移動電話へ送信されたことを示すメッセ
ージを通信装置へ送信する手段、のいずれかを記録してもよい。
【００５３】
　又、このコンピュータ読み取り可能な媒体は、
　登録メッセージに含ませるための固有のコードを発生する手段と、
　その固有のコードを電子メール応答に含まれるコードと相関させる手段も、
記録することができる。
【００５４】
　本発明の第１２の態様によれば、
　通信装置により送信された通信メッセージを受信する手段であって、通信メッセージは
、意図された受信者を移動電話番号により識別するものである手段と、
　移動電話番号が指定された移動電話が接続されるテレコミュニケーションネットワーク
のイントラネットワークインスタントメッセージングシステムとの制御通信リンクを開始
する手段と、
　発生された固有の識別子を含む所定の登録メッセージを移動電話へ送信するようにイン
トラネットワークインスタントメッセージングシステムに指令する手段と、
　移動電話番号及び固有のコードを含む所定の登録メッセージに対する電子メール応答を
受信する手段と、
　固有のコードが上記発生された固有の識別子に一致する場合に、移動電話との将来のネ
ットワーク間メッセージ通信を容易にするために、電子メール応答を送信するのに使用さ
れる電子メールアドレスと、電子メール応答に含まれる移動電話番号との間の関係を記録
する手段と、
　通信メッセージを移動電話へその記録された関連電子メールアドレスにより送信する手
段と、
を記録しているコンピュータ読み取り可能な媒体が提供される。
【００５５】
　以下、添付図面を参照して、本発明を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明によるモバイルメッセージングシステムの第１の実施形態を示す概略図で
ある。
【図２】本発明によるモバイルメッセージングシステムの第２の実施形態を示す概略図で
ある。
【図３】本発明によるモバイルメッセージングシステムの第３の実施形態を示す概略図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００５７】
　本発明の第１の実施形態によれば、モバイルメッセージングシステム１０が提供される
。このモバイルメッセージングシステム１０は、
　・通信装置２２と、
　・第１のテレコミュニケーションネットワーク１４と、
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　・移動電話２４と、
　・第２のテレコミュニケーションネットワーク１８と、
を備えている。
【００５８】
　通信装置２２は、第１のテレコミュニケーションネットワーク１４を使用して動作可能
である。移動電話２４は、第２のテレコミュニケーションネットワーク１８を使用して動
作可能である。
【００５９】
　第１のテレコミュニケーションネットワーク１４は、更に、モバイルメッセージングア
プリケーション２６を備えている。このモバイルメッセージングアプリケーション２６は
、配送モジュール２８、登録モジュール３０、及びデータベース３２を備えている。配送
モジュール２８は、第１のテレコミュニケーションネットワーク１４を使用して通信装置
２２から送信されたメッセージを受け取ることができる。又、配送モジュール２８は、登
録モジュール３０及び第２のテレコミュニケーションネットワーク１８ともデータ及びコ
マンド通信状態にある。
【００６０】
　登録モジュール３０は、データベース３２とデータ通信状態にある。
【００６１】
　本発明は、その意図された使用について以下に説明される。
【００６２】
　第１テレコミュニケーションネットワーク１４の加入者１２（以下、「発信者」）は、
第２テレコミュニケーションネットワーク１８の加入者２０（以下、「受信者」）へモバ
イルメッセージ１６を送信することを決定する。これを行うために、発信者１２は、第１
の通信装置２２を使用して第１のテレコミュニケーションネットワーク１４のモバイルメ
ッセージングアプリケーション２６に接続する。
【００６３】
　モバイルメッセージングアプリケーション２６に接続すると、このモバイルメッセージ
ングアプリケーション２６は、発信者１２に受信者２０の移動電話番号の入力を促す。そ
れに応答して、発信者１２は、受信者２０の移動電話番号を入力する。入力がなされると
、モバイルメッセージングアプリケーション２６は、発信者１２に実際のメッセージの入
力を促す。この場合も、それに応答して、発信者１２は、受信者２０へ送られるべきメッ
セージを入力する。
【００６４】
　次いで、発信者１２は、例えば、第１の通信装置２２の「送信」アクチベーションボタ
ン（図示せず）を押すことにより、メッセージを送信する準備ができたことを指示する。
【００６５】
　「送信」アクチベーションボタンを押すと、モバイルメッセージ１６（受信者の移動電
話番号とメッセージの組み合わせ）が配送モジュール２８へ通される。
【００６６】
　配送モジュール２８は、モバイルメッセージ１６を受信し、モバイルメッセージを表す
データを解析し、メッセージから移動電話番号を分離する。次いで、配送モジュール２８
は、登録モジュール３０とでチェックを行って、この移動電話番号とＥメールアドレスと
の間の関係の記録がデータベース３２にあるかどうか決定する。このような記録がデータ
ベース３２に存在することが分かると、モバイルメッセージ１６が変換されて、メッセー
ジが、移動電話番号ではなく、（記録された関係に示された）受信者２０のＥメールアド
レスへ向けられる。次いで、メッセージは、受信者の移動電話２４に対する通常のＥメー
ルシステムを使用して送信される。
【００６７】
　次の説明は、データベース３２にこのような記録が存在しないときに適用される。
【００６８】
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　移動電話番号を分析して、受信者２０が加入者であるところの移動電話ネットワーク１
８を識別する。
【００６９】
　移動電話番号の分析で、配送モジュール２８に知られた移動電話ネットワークが識別さ
れた場合には、配送モジュール２８が、当該移動電話ネットワーク（図示せず）のイント
ラネットワークインスタントメッセージングシステムとの接続を開始する。この例では、
配送モジュール２８が、第２のテレコミュニケーションネットワーク１８のイントラネッ
トワークインスタントメッセージングシステム２７との接続を開始することになる。
【００７０】
　接続すると、配送モジュール２８は、受信者２０へ登録メッセージ３４を送信するため
のイントラネットワークインスタントメッセージングシステム２７へのコマンドを発生さ
せる。このようなコマンドに応答して、イントラネットワークインスタントメッセージン
グシステム２７は、必要な登録メッセージ３４を発生させて、それを受信者２０へその移
動電話番号により送信する。
【００７１】
　この例では、登録メッセージ３４は、受信者２０に発信者１２から（移動電話番号によ
り参照される）モバイルメッセージ１６を受信したことを通知し、そして受信者が自分の
Ｅメールアドレスと移動電話番号との間の関係を登録することを要求する。又、登録メッ
セージ３４には、配送モジュール２８によって発生された固有のコードも挿入されている
。
【００７２】
　又、登録メッセージ３４は、Ｅメールアドレスと移動電話番号との間の関係をどのよう
に登録するかに関する受信者２０へのインストラクションを含むと共に、登録時に発信者
１２により送信されたモバイルメッセージ１６を見ることができるようになる保証も含む
。
【００７３】
　配送モジュール２８は、固有のコードを発生するのと同時に、その固有のコードを受信
者の移動電話番号及びメッセージと共に登録モジュール３０へ通す。
【００７４】
　Ｅメールアドレスと移動電話番号との間の関係を登録するために、受信者２０は、Ｅメ
ール応答３６を、自分の移動電話番号及び固有のコードと共に、モバイルメッセージング
アプリケーション２６の登録モジュール３０へ送信する。理想的には、このＥメール応答
３６は、受信者の移動電話２４を使用して送信される。
【００７５】
　受信者２０からＥメール応答３６を受信すると、登録モジュール３０は、メッセージを
解析して、受信者２０の移動電話番号及び固有のコードを識別する。又、登録モジュール
３０は、Ｅメール応答３６の送信者フィールドも解析して、受信者のＥメールアドレスを
識別する。これらの解析中に識別された移動電話番号及び固有のコードの組み合わせが、
配送モジュール２８から受信した移動電話番号及び固有のコードの組合せに一致する場合
には、登録モジュール３０が、解析中に識別されたＥメールアドレスと移動電話番号との
間の関係の記録を正式なものとし、それをデータベース３２に記憶させる。
【００７６】
　次いで、配送モジュール２８は、モバイルメッセージ１６を変換して、メッセージが、
受信者２０の電話番号ではなく、（新たに記録された関係に示された）受信者２０のＥメ
ールアドレスに向けられるようにする。次いで、モバイルメッセージ１６は、移動電話に
対する通常のＥメールシステムを使用して、モバイルメッセージングアプリケーション２
６により送信される。
【００７７】
　同じ部分が同じ番号で示された本発明の第２の実施形態１００を以下に説明する。
【００７８】
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　発信者１２は、受信者２０へモバイルメッセージ１６を送信するよう決定する。これを
行うために、発信者１２は、第１の通信装置２２を使用して、第１のテレコミュニケーシ
ョンキャリア１４のモバイルメッセージングアプリケーション２６に接続する。
【００７９】
　モバイルメッセージングアプリケーション２６へ接続すると、モバイルメッセージング
アプリケーション２６は、発信者１２に受信者２０の移動電話番号の入力を促す。それに
応答して、発信者１２は、受信者２０の移動電話番号を入力する。入力すると、モバイル
メッセージングアプリケーション２６は、発信者１２に実際のメッセージの入力を促す。
この場合も、これに応答して、発信者１２は、受信者２０へ送られるべきメッセージを入
力する。
【００８０】
　次いで、発信者１２は、例えば、第１の通信装置２２の「送信」アクチベーションボタ
ンを押すことにより、メッセージを送信する準備ができたことを指示する。
【００８１】
　「送信」アクチベーションボタンを押すと、モバイルメッセージ１６（受信者２０の移
動電話番号とメッセージの組み合わせ）がモバイルメッセージングアプリケーション２６
の配送モジュール２８へ通される。
【００８２】
　配送モジュール２８は、モバイルメッセージ１６を受信し、モバイルメッセージを表す
データを解析し、メッセージから移動電話番号を分離する。次いで、配送モジュール２８
は、登録モジュール３０とでチェックを行って、この移動電話番号とＥメールアドレスと
の間の関係の記録が形成されているかどうか決定する。このような記録がデータベース３
２に存在することが分かると、モバイルメッセージ１６が変換されて、メッセージが、移
動電話番号ではなく、（記録された関係に示された）受信者のＥメールアドレスへ向けら
れる。次いで、メッセージは、移動電話の通常のＥメールシステムを使用して送信される
。
【００８３】
　次の説明は、このような記録が存在しないときに適用される。
【００８４】
　移動電話番号を分析して、受信者２０が加入者であるところの移動電話ネットワーク１
８を識別する。
【００８５】
　移動電話番号の分析で、配送モジュール２８に知られた移動電話ネットワーク１８が識
別された場合には、配送モジュール２８は、移動電話ネットワーク（この場合には、第２
のテレコミュニケーションネットワーク１８）に直結された複数の通信装置１０２の１つ
との通信を開始する。次いで、配送モジュール２８は、第２のテレコミュニケーションネ
ットワーク１８のイントラネットワークメッセージングシステム２７を使用して受信者２
０へ登録メッセージ３４を送信するために、複数の通信装置１０２の１つを動作させるの
に必要なコマンド３３を送信する。
【００８６】
　この例では、登録メッセージ３４は、受信者に発信者１２から（移動電話番号により参
照される）メッセージを受信したことを通知し、そして受信者が自分のＥメールアドレス
と移動電話番号との間の関係を登録することを要求する。又、登録メッセージには、配送
モジュール２８によって発生された固有のコードも挿入されている。
【００８７】
　又、登録メッセージ３４は、Ｅメールアドレスと移動電話番号との間の関係をどのよう
に登録するかに関する受信者２０へのインストラクションを含むと共に、登録時に発信者
１２により送信されたモバイルメッセージ１６を見ることができるようになる保証も含む
。
【００８８】
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　配送モジュール２８は、固有のコードを発生するのと同時に、その固有のコードを受信
者２０の移動電話番号及びメッセージと共に登録モジュール３０へ通す。
【００８９】
　Ｅメールアドレスと移動電話番号との間の関係を登録するために、受信者２０は、登録
メッセージ３６を送信した通信装置２２へイントラネットワークメッセージングシステム
２７を使用して応答３８を送信する。この応答３８は、受信者２０のＥメールアドレス及
び固有のコードを含み、受信者の移動電話を経て送信されねばならない。
【００９０】
　受信者２０から応答３８を受信すると、登録モジュール３０は、メッセージを解析して
、受信者２０のＥメールアドレス及び固有のコードを識別する。又、登録モジュール３０
は、標準的な発呼者識別技術を使用して、応答３８を送信した電話番号も分析して、受信
者２０の移動電話番号を決定する。識別された移動電話番号及び解析された固有のコード
の組み合わせが、配送モジュール２８から受信した移動電話番号及び固有のコードの組合
せに一致する場合には、登録モジュール３０が、解析されたＥメールアドレスと識別され
た移動電話番号との間の関係の記録を正式なものとし、それをデータベース３２に記憶さ
せる。
【００９１】
　次いで、配送モジュール２８は、モバイルメッセージを変換して、メッセージが、受信
者２０の電話番号ではなく、（新たに記録された関係に示された）受信者２０のＥメール
アドレスに向けられるようにする。次いで、メッセージ１６は、次いで、移動電話に対す
る通常のＥメールシステムを使用して、送信される。
【００９２】
　同じ部分が同じ番号で示された本発明の第３の実施形態によれば、モバイルメッセージ
ングシステム２００が提供される。この実施形態のモバイルメッセージングシステムは、
次の２つを除いて、本発明の第１の実施形態の場合と同じである。
【００９３】
　ａ）発信者は、モバイルメッセージ１６を送信するときにそれら自身の移動電話番号を
入力することが要求され、及び
　ｂ）受信者１８の移動電話番号と電子メールアドレスとの間の関係がデータベース３２
に記録されているかどうかチェックするときに、発信者１２の移動電話番号と電子メール
アドレスとの間の関係がデータベース３２に記録されているかどうか調べるための同様の
チェックが遂行される。発信者１２の移動電話番号と電子メールアドレスとの間の関係が
データベース３２に記録されていない場合には、次の手順をたどる。
【００９４】
　配送モジュール２８が、第１のテレコミュニケーションネットワーク１８のイントラネ
ットワークメッセージングシステム２７との接続を開始する。接続すると、配送モジュー
ル２８は、発信者登録メッセージ２０２を発信者１２へ送信するためのコマンドをイント
ラネットワークインスタントメッセージングシステム２７へ発生する。このようなコマン
ドに応答して、イントラネットワークインスタントメッセージングシステム２７は、要求
された発信者登録メッセージ２０２を発生して、それを発信者２０へその移動電話番号に
よって送信する。発信者登録メッセージ２０２は、発信者１２に、受信者２０からの応答
及び固有のコードを受信するためのものである電子メールアドレスと移動電話番号との間
の関係を記録していないと、通知する。
【００９５】
　又、発信者登録メッセージ２０２は、Ｅメールアドレスと移動電話番号との間の関係を
どのように登録するかに関する発信者１２へのインストラクションも含む。
【００９６】
　配送モジュール２８は、固有のコードを発生するのと同時に、その固有のコードを受信
者の移動電話番号及びメッセージと共に登録モジュール３０へ通す。
【００９７】
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　Ｅメールアドレスと移動電話番号との間の関係を登録するために、発信者１２は、電子
メール応答２０４を、その移動電話番号及び固有のコードと共にモバイルメッセージング
アプリケーション２６の登録モジュール３０へ送信する。理想的には、この電子メール応
答２０４は、発信者１２の移動電話を使用して送信される。
【００９８】
　受信者２０からの電子メール応答２０４を受信すると、登録モジュール３０は、メッセ
ージを解析して、発信者１２の移動電話番号及び固有のコードを識別する。又、登録モジ
ュール３０は、Ｅメール応答３６の送信者フィールドも解析し、発信者の電子メールアド
レスを識別する。これらの解析中に識別された移動電話番号及び固有のコードの組み合わ
せが、配送モジュール２８から受信した移動電話番号及び固有のコードの組み合わせに一
致する場合は、登録モジュール３０が、解析中に識別されたＥメールアドレスと移動電話
番号との間の関係の記録を正式なものとし、それをデータベース３２にさせる。
【００９９】
　当業者であれば、本発明は、ここに述べる実施形態に限定されないことが明らかであろ
う。特に、次の付加的な特徴を合体して、更に別の実施形態を形成することができる。
【０１００】
　・固有の識別子は、セキュリティの理由で設けられるものに過ぎないので、省略しても
よい。
【０１０１】
　・発信者１２は、配送システム２８により、それが受信者２０に意図されたメッセージ
を受信したことを通知されてもよく、そして受信者２０に、メッセージが受信者への配送
を待機中であり、移動電話番号とＥメールアドレスとの間の関係の正式な記録が保留中と
なっていることを通知してもよい。
【０１０２】
　・発信者１２は、更に、登録に続く受信者２０へのメッセージの実際の配送について通
知されてもよい。
【０１０３】
　・本発明の第１の実施形態の変形例において、Ｅメール応答は、受信者の移動電話番号
を省略してもよい。この変形例では、固有の識別子が、受信者の移動電話番号と、（Ｅメ
ール応答に与えられる）それらのＥメールアドレスとの一致をとる上で重要な役割を演じ
る。
【０１０４】
　・本発明の第２の実施形態の変形例において、複数の通信装置の各々に発信者のメッセ
ージを関連付けてもよい。この変形例では、通信装置と発信者のメッセージとの間の１対
１の関係が固有の識別子と同じレベルのセキュリティを与えるので、固有の識別子を省略
することができる。更に、この構成では、本発明の第１の実施形態で与えられたＥメール
応答を利用することができる。
【０１０５】
　・本発明の第２の実施形態の更に別の変形例において、複数の通信装置は、ショートコ
ードを経て動作する単一の通信装置に置き換えられてもよい。この装置は、ショートコー
ドに基準コードを追加して、受信者による登録に続く適当なメッセージの転送を容易にす
ることができる。
【０１０６】
　・モバイルメッセージ１６を形成するメッセージ及び電話番号を入力するための方法を
変更することができる。例えば、別の構成では、メッセージ及び電話番号を入力するため
の方法は、「ショートメッセージシステム（ＳＭＳ）」メッセージを送信するための現在
のシステムと同様でよい。
【０１０７】
　・上述した全ての実施形態に適用できる更に別の構成において、登録メッセージ３６は
、ウェブサイト又はワップサイトの「ユニバーサルリソースロケータ（ＵＲＬ）」を含ん
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でもよい。電話がこれを行うことができる場合には、受信者２０は、インターネット接続
装置、例えば、パーソナルコンピュータ又はスマートホンを使用してウェブサイト又はワ
ップサイト（適当な方）にアクセスするのにＵＲＬをクリックするだけでよい。或いは又
、ウェブサイト／ワップサイトにアクセスするのにＵＲＬそれ自体をインターネットブラ
ウザに入力することが要求されてもよい。ウェブサイト／ワップサイトにアクセスすると
、受信者２０は、自分の電子メールアドレスを入力する。次いで、登録モジュール３０は
、固有のコード、ショートコード及びユーザに対するインストラクションを含む更に別の
メッセージを受信者２０へ送信する。次いで、ユーザは、ショートコードをリングし、固
有のコードを入力して、それらが意図された受信者２０であることを検証する。次いで、
固有のコードが検証されると、上述したように、モバイルメッセージが受信者２０へ転送
される。
【０１０８】
　・第３の実施形態の変形例が上述したように形成されてもよい。精巧なものにするため
に、ユーザが、その移動電話番号ではなく、電子メールアドレスをウェブサイトに入力す
るのを許すように変更がなされてもよい。或いは又、発信者１２の移動電話番号との通信
が、本発明の第２の実施形態で述べたように複数の通信装置を通して行われてもよい。
【０１０９】
　更に、当業者であれば、相互に排他的でない前記特徴を組み合わせて本発明の更に別の
実施形態を形成できることが明らかであろう。
【符号の説明】
【０１１０】
　１０…モバイルメッセージングシステム、１２…発信者、１４…第１のテレコミュニケ
ーションネットワーク、１６…モバイルメッセージ、１８…第２のテレコミュニケーショ
ンネットワーク、２０…受信者、２２…通信装置、２４…移動電話、２６…モバイルメッ
セージングアプリケーション、２７…イントラネットワークインスタントメッセージング
システム、２８…配送モジュール、３０…登録モジュール、３２…データベース、３３…
コマンド、３４…登録メッセージ、３６…Ｅメール応答、３８…応答、１００…モバイル
メッセージングシステム、２００…モバイルメッセージングシステム、２０２…発信者登
録メッセージ、２０４…電子メール応答。
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