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(57)【要約】
　一実施例における装置は、第１の所定タイプの少なく
とも第１のネットワーク、および所定タイプの少なくと
も第２のネットワークと、第１と第２のネットワーク間
で移動可能な少なくとも１つの移動端末と、第１と第２
のネットワークそれぞれに動作可能に結合された少なく
とも１つのゲートウェイと、ゲートウェイを介して第１
と第２のネットワークのうちの一方から第１と第２のネ
ットワークのうちの他方に移動端末の少なくともフィー
チャ・データを通信する少なくとも１つのメッセージと
を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の所定タイプの少なくとも第１のネットワーク、および所定タイプの少なくとも第
２のネットワークと、
　前記第１と第２のネットワーク間で移動可能な少なくとも１つの移動端末と、
　前記第１と第２のネットワークそれぞれに動作可能に結合された少なくとも１つのゲー
トウェイと、
　前記ゲートウェイを介して前記第１と第２のネットワークのうちの一方から前記第１と
第２のネットワークのうちの他方に前記移動端末の少なくともフィーチャ・データを通信
する少なくとも１つのメッセージとを備える装置。
【請求項２】
　前記第１と第２のネットワークのうちの一方はＩＭＳネットワークであり、前記ＩＭＳ
ネットワークはフィーチャ・アプリケーション・サーバを有し、前記移動端末および前記
フィーチャ・アプリケーション・サーバは付加サービス符号化に所定フォーマットを使用
する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記移動端末はセルラー電話機とＩＭＳ対応デバイスのうちの一方である、請求項１に
記載の装置。
【請求項４】
　前記移動端末は、複数の異なるユーザ機器タイプを有するユーザ機器構成の一部であり
、前記異なるユーザ機器タイプの少なくとも１つは、ＩＭＳに適合するか、ＩＭＳに適合
する動作モードを有するかの一方である、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記第１のネットワークはセルラー・ベースのネットワークであり、前記第２のネット
ワークはＩＭＳ（ＩＰマルチメディア・サブシステム）ネットワークである、請求項１に
記載の装置。
【請求項６】
　前記ゲートウェイはＩＭＳネットワークの一部である、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記メッセージはショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージである、請求
項１に記載の装置。
【請求項８】
　移動端末がセルラー・ベースのネットワークとＩＭＳネットワークのうちの一方にある
間に出された付加サービス要求を取り込む工程と、
　前記付加サービス要求を前記セルラー・ベースのネットワークと前記ＩＭＳネットワー
クとの間で通信し、それにより、前記移動端末が前記セルラー・ベースのネットワークお
よび前記ＩＭＳネットワークのそれぞれのカバレッジ・エリア内にあるときに、前記セル
ラー・ベースのネットワークおよび前記ＩＭＳネットワークそれぞれが、前記移動端末に
関連する現在フィーチャを有するようにする工程とを含む方法。
【請求項９】
　前記移動端末が前記セルラー・ベースのネットワーク中にあるとき、前記移動端末は、
前記ＩＭＳネットワーク中のフィーチャ・アプリケーション・サーバの宛先番号を含む所
定フォーマットを有する移動体発のＳＭＳメッセージ中に前記付加サービス要求をカプセ
ル化する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ＩＭＳネットワーク中の前記フィーチャ・アプリケーション・サーバは、前記ＳＭ
Ｓメッセージをアンパックして、その加入者データを新しい付加サービス情報で更新し、
前記移動端末および前記フィーチャ・アプリケーション・サーバは付加サービス符号化に
所定フォーマットを使用する、請求項８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、遠隔通信システムに関し、より詳細には、あるネットワーク中で出さ
れた付加サービス要求が別のネットワーク中で利用可能である遠隔通信システムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　今日、複数のタイプのワイヤレス広域ネットワークが存在する。これらは、回路交換（
ＣＳ）音声／データ・サービスをサポートする第２世代ネットワーク（ＣＤＭＡ、ＴＤＭ
Ａ、およびＧＳＭ）、ならびに、回路交換（ＣＳ）音声サービスおよびパケット交換（Ｐ
Ｓ）データ・サービスをサポートする第３世代ネットワーク（ｃｄｍａ２０００、ＵＭＴ
Ｓ）を含む。第２世代ネットワークの進化もまた、第３世代ネットワークのものほど最適
化されてないエア・インタフェース技術およびネットワークを介してではあるが、ＣＳお
よびＰＳデータ・サービスをサポートすることができる。
【０００３】
　各タイプの第２世代（２Ｇ）および第３世代（３Ｇ）ネットワークは、そのネットワー
ク・タイプに固有の特定のエア・インタフェース技術を介して複数のタイプのＵＥ（ユー
ザ機器）（例えばハンドセット）をＣＳまたはＰＳコア・ネットワーク（ＣＮ）に相互接
続する無線アクセス・ネットワーク（ＲＡＮ）からなる。セルラーＣＳ　ＣＮは、様々な
機能要素からなり、これらの機能要素は、移動交換センタ（ＭＳＣ）およびホーム／ビジ
ティング・ロケーション・レジスタ（Ｈ／ＶＬＲ）の１つまたは複数のインスタンスを含
む（ただしこれらに限定されない）。ＣＳ　ＣＮ内でのシグナリングは、シグナリング方
式Ｎｏ．７に基づくインタフェースを使用するＡＮＳＩ－４１（ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ｃ
ｄｍａ２０００）またはＭＡＰ（ＧＳＭ、ＵＭＴＳ）に基づく。セルラーＰＳ　ＣＮは、
ＧＳＭ／ＴＤＭＡ／ＵＭＴＳおよびＣＤＭＡそれぞれの場合の、ＧＰＲＳサポート・ノー
ド（ＧＳＮ）およびパケット・データ・サービング・ノード（ＰＤＳＮ）などの、パケッ
ト・データ・ノードからなる。これらの要素は、地球規模のインターネットを構成するネ
ットワークを含めた、外部パケット・データ・ネットワーク（ＰＤＮ）にインタフェース
する。
【０００４】
　第２および第３世代ネットワークでは、フィーチャ・アプリケーション・サーバ（ＡＳ
）が、ＣＳ　ＣＮと、またはＣＳおよびＰＳ　ＣＮと、それぞれインタフェースして、ク
ライアント－サーバ・ベースのサービスをＵＥに提供する。例えば、ショート・メッセー
ジ・サービス・センタ（ＳＭＳ－Ｃ）は、種々のオペレータによって所有されるＣＮの内
部に位置するＵＥ、またはこれらのＣＮにまたがって位置するＵＥとの間で、ショート・
メッセージ・サービスを提供する。
【０００５】
　ＩＰマルチメディア・サブシステム（ＩＭＳ）とは、３Ｇネットワークの将来の進化を
介したマルチメディア・サービスをサポートするコア・ネットワークのことを言い、この
場合、集中的な音声データ・サービスすなわちマルチメディア・サービスをサポートする
単一のＣＮのみが存在する。マルチメディア・サービスは、シグナリングおよびメディア
・トランスポートのためのボイス・オーバーＩＰプロトコルに基づく。ＩＭＳ　ＣＮは、
様々な標準化された機能要素からなり、これらの機能要素は、呼セッション制御機能（Ｃ
ＳＣＦ）、ブレークアウト・ゲートウェイ制御機能（ＢＧＣＦ）、メディア・ゲートウェ
イ制御機能（ＭＧＣＦ）、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）、メディア・ゲートウェイ（Ｍ
ＧＷ）、およびアプリケーション・サーバ（ＡＳ）の１つまたは複数のインスタンスを含
む（ただしこれらに限定されない）。ＩＭＳ　ＣＮ内でのシグナリングは、インターネッ
ト・プロトコル（ＩＰ）に適合する任意のインタフェースを使用するセッション開始プロ
トコル（ＳＩＰ）に基づく。本明細書では、ＩＭＳは、第３世代パートナーシップ・プロ
ジェクト（３ＧＰＰ）および第３世代パートナーシップ・プロジェクト２（３ＰＰ２）に
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よって指定されたシステムとして定義する。
【０００６】
　セルラー・コンテキストでは、ＩＭＳは、第３世代ＲＡＮと共に展開することができる
。ＩＭＳはまた、今日の配線式電話ネットワーク（ＰＳＴＮ）や外部ＰＤＮなど、外部ネ
ットワークと相互作用することもできる。しかし、ＩＭＳはまた、他のＲＡＮ（Ｗｉ－Ｆ
ｉ、Ｗｉ－ＭＡＸなど）およびワイヤライン・アクセス・ネットワーク（例えばＡＤＳＬ
、ケーブル、ファイバなど）と共に展開することもできる。
【０００７】
　ＩＭＳ　ＣＮでは、特定のＵＥ構成のためのクライアント－サーバ・ベースのサービス
に対して、様々なフィーチャ・アプリケーション・サーバ（ＡＳ）が存在することができ
る。非ＩＭＳベースのネットワークとＩＭＳベースのネットワークとの主要な違いの１つ
は、後者の場合、アプリケーション・サーバは、ＰＳ　ＣＮとレガシーＣＳ　ＣＮとの間
でインタフェースするように明示的に設計されない限り、ますますマルチメディア・ベー
スのサービスを実現し、ますますＰＳ　ＣＮ（ＩＭＳ　ＣＮ）とインタフェースするとい
うことである。
【０００８】
　ワイヤレスＵＥは、ＲＡＮタイプに適合する無線アダプタ・カードを含むパーソナル・
コンピュータ（ＰＣ）など、別個の移動端末（ＭＴ）および端末機器（ＴＥ）からなる場
合もあり、あるいは、移動電話機（ハンドセット）など、一体型のＭＴおよびＴＥからな
る場合もある。当然、ハイブリッド・タイプのＵＥも可能であり、様々なＭＴタイプ（例
えばＰＣはラップトップＰＣやパーソナル・ディジタル・アシスタント（ＰＤＡ）の形を
とることができる）、またはＭＴコンポーネントとＴＥコンポーネント間の様々な一体化
レベル（例えばＰＤＡ電話機）がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　今日の多様なネットワークでは、あるネットワークについて加入者のフィーチャを常に
把握しているエンティティは、別のネットワーク中でこの加入者のフィーチャを常に把握
しているエンティティと同じではない場合がある。例えば、セルラー・ネットワークのＣ
Ｓ　ＣＮでは、ＨＬＲが前述のエンティティであり、ＩＭＳ　ＣＮでは、ＨＳＳでなけれ
ばＡＳが前述のエンティティである場合がある。両方のタイプのＣＮが並行して展開され
、加入者が同様のサービスに加入しているシナリオでは、異なるフィーチャ・ストアを同
期状態に維持することが重要である。例えば、ＧＳＭネットワークの加入者が呼転送サー
ビスを起動する場合、この加入者は、ＩＭＳネットワークを使用して同じフィーチャにア
クセスするときも、このフィーチャがＩＭＳネットワーク中で自分に対して起動されるこ
とを期待するであろう。また逆に、ＩＭＳネットワーク中で行われたフィーチャ・アクシ
ョンは、ＧＳＭネットワーク中のＨＬＲに伝搬する必要がある。
【００１０】
　利用可能なサービス・アーキテクチャおよびインタフェースによっては、ＩＭＳネット
ワークが加入者の付加サービス情報をＨＬＲから直接に得ることができない場合がある。
したがって、ＨＬＲがＩＭＳ中への加入者情報のための直接のインタフェースを有する必
要なしに、セルラー・ベースのフィーチャ・アクションがＩＭＳ中に伝搬されるシステム
が必要とされている。さらに、ＩＭＳ中で行われたフィーチャ・アクションがワイヤレス
ＨＬＲに伝搬することも必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、一実装形態では装置を含む。この装置は、第１の所定タイプの少なくとも第
１のネットワーク、および所定タイプの少なくとも第２のネットワークと、第１と第２の
ネットワーク間で移動可能な少なくとも１つの移動端末と、第１と第２のネットワークそ
れぞれに動作可能に結合された少なくとも１つのゲートウェイと、ゲートウェイを介して
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第１と第２のネットワークのうちの一方から第１と第２のネットワークのうちの他方に移
動端末の少なくともフィーチャ・データを通信する少なくとも１つのメッセージとを備え
ることができる。ＳＳ要求からＳＭＳメッセージへの変換およびその逆の変換を行う機能
を有するスマート・クライアントが、ハンドセット中にあるものとすることができる。
【００１２】
　本発明の別の実装形態は、方法を含む。この方法は、移動端末がセルラー・ベースのネ
ットワークとＩＭＳネットワークのうちの一方にある間に出された付加サービス要求を取
り込むこと、ならびに、付加サービス要求をセルラー・ベースのネットワークとＩＭＳネ
ットワークとの間で通信し、それにより、移動端末がセルラー・ベースのネットワークお
よびＩＭＳネットワークのそれぞれのカバレッジ・エリア内にあるときに、セルラー・ベ
ースのネットワークおよびＩＭＳネットワークそれぞれが、移動端末に関連する現在フィ
ーチャを有するようにすることを含むことができる。
　本発明の例示的な実装形態の特徴は、記述、特許請求の範囲、および添付の図面から明
らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本方法および装置の実装形態は、加入者がレガシーＣＳ　ＣＮ（例えばＣＤＭＡ、ＴＤ
ＭＡ、ＧＳＭ）中にいる間に出された付加サービス要求を取り込み、これらの要求をＩＭ
Ｓ　ＣＮに提供する。これらの実装形態は、今日存在するＣＳ　ＣＮに対してどんな新し
い要件も課さない。また、これらの実装形態は、前述のような任意のタイプの配線式また
はワイヤレス・アクセス・ネットワークに適用可能である。
【００１４】
　以下、「付加サービス」とは、基本的な電話（音声）呼に適用される拡張処理のことを
言う。これらは、呼転送、呼伝達、複数話者通話などのサービスを含み（ただしこれらに
限定されない）、これらはそれ自体でサービスと考えられる。これらの処理（サービス）
は、発信呼と着信呼のいずれにも適用することができる。
【００１５】
　加入者が付加サービス要求を出す（例えば呼転送サービスを起動する）と、移動端末は
、付加サービス要求を事前定義済みのフォーマットでショート・メッセージ・サービス（
ＳＭＳ）メッセージ中にカプセル化する。移動端末はこれを、要求を通常の方法でＭＳＣ
を介してＨＬＲに送信することに加えて行うか、またはそれに代えて行うことができる。
移動端末は、ＳＭＳメッセージを特定のＤＮ（ディレクトリ番号）に送信する。ＤＮは、
フィーチャ・アプリケーション・サーバに関連するＩＭＳネットワーク中のアドレスを指
す。フィーチャ・アプリケーション・サーバは、ＳＭＳメッセージを受信し、これをアン
パックし、この加入者に対して適切に付加サービス・アクションをファイルすることにな
る。ＳＭＳメッセージの「テキスト」部分には標準的なフォーマットはないが、メッセー
ジのフォーマットは、移動端末（移動端末中または他のデバイス中のクライアント・ソフ
トウェア）とフィーチャ・アプリケーション・サーバとの間の双方の合意によって事前に
合意されたものとなる。すなわち、移動端末とフィーチャ・アプリケーション・サーバは
、付加サービス要求をＳＭＳメッセージ中にカプセル化するのに、同じフォーマットを使
用しなければならない。
【００１６】
　ＳＭＳは、移動電話機と他のハンドヘルド・デバイスとの間でショート・メッセージ（
テキスト・メッセージ、あるいはより口語的にはテキスト、さらにはｔｘｔとしても知ら
れる）を送信することが可能なほとんどのディジタル移動電話機上で利用可能なサービス
である。
【００１７】
　図１を参照すると、通信ネットワークに動作可能に接続された複数の移動端末のうちの
少なくとも１つの移動端末（移動電話機または移動局とも呼ばれる）について、システム
１００が示されている。本システムおよび方法は任意のタイプのシステム（例えば配線式
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またはワイヤレス）で使用することができるが、加入者は、典型的には、移動端末（移動
電話機、セル・ホン、移動ハンドセット、自動車電話機とも呼ばれる）を使用する移動加
入者とすることができる。システム（または通信ネットワーク）１００は、移動交換セン
タ（ＭＳＣ）１０２を有することができる。このシステムは、電話ネットワーク、ローカ
ル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、インターネット、およびワイヤレス・ネットワー
クのうちの１つまたは複数、あるいはその一部とすることができる。図示の実施形態では
、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１０４がＭＳＣ１０２に接続されている。ＰＳＴＮ１０４
は、ＭＳＣ１０２を介して呼を移動加入者との間でルーティングする。ＰＳＴＮ１０４は
また、呼をワイヤライン局１０６との間でルーティングする。ＭＳＣ１０２は、１つまた
は複数の基地局（ＢＳ）１１０にも接続することができる。各基地局１１０は、そのサー
ビス・エリア中の１つまたは複数の移動端末１１２と通信する。ＰＳＴＮ１０４は一般に
、電話機およびアクセス特権を有するすべての者からアクセス可能な世界規模の音声電話
ネットワーク（例えばＡＴ＆Ｔ長距離ネットワーク）として実現することができる。
【００１８】
　各移動端末１１２は、各移動端末１１２に関するデータの存在するホーム・ロケーショ
ン・レジスタ（ＨＬＲ）１１４に関連付けることができる。いくつかの移動端末１１２は
、現在、ＭＳＣ１０２に登録されているものとすることができ、その場合、ビジティング
・ロケーション・レジスタ（ＶＬＲ）１１６は、ＭＳＣ１０２によってサポートされるカ
バレッジ・エリア中にある各移動端末１１２に対してローカルにセットアップされる。Ｈ
ＬＲ１１４は、セルラー・ネットワーク中で利用される永続的なＳＳ７データベースとし
て実現することができる。
【００１９】
　ＨＬＲ１１４は、一般に加入者を識別／検証するために利用することができ、また、フ
ィーチャおよびサービスに関係する加入者データを含むこともできる。ＨＬＲ１１４は一
般に、公式なセルラー・プロバイダによってサポートされるカバレッジ・エリア内の加入
者に呼が着信しているときに利用されるだけでなく、加入者が自分のホーム・エリアから
離れているときに正当性を検証し加入者フィーチャをサポートするためにも利用される。
移動端末１１２は、セルラー・デバイス、パーソナル通信デバイス、ショート・メッセー
ジ・サービス・デバイス、またはワイヤレス通信デバイス（例えばワイヤレス・パーソナ
ル・ディジタル・アシスタント）として実現することができる。ＨＬＲ１１４、ＶＬＲ１
１６、およびＭＳＣ１０２は、２Ｇ／３Ｇ　ＣＳコア・ネットワーク（ＣＮ）１０１の一
部とすることができる。ＢＳ１１０は、２Ｇ／３Ｇ無線アクセス・ネットワーク（ＲＡＮ
）１０３の一部とすることができる。
【００２０】
　図２に、ＩＭＳネットワーク２００を示す。ＩＭＳネットワーク２００は、１つまたは
複数のフィーチャ・アプリケーション・サーバ２０８を有することができる。フィーチャ
・アプリケーション・サーバ２０８は、ディジタル・パーソナル・アシスタント２０２や
ラップトップ・コンピュータ２０４やセルラー電話機２０６など、様々な加入者機器（Ｕ
Ｅ２０１）と通信することができる。
【００２１】
　図３に示すように、移動端末３０６は、セルラー・ベースのネットワーク３００のカバ
レッジ・エリア３０１から、ＩＭＳネットワーク３０２のカバレッジ・エリア３０３に移
動することができる（例えばパス３０８に沿って）。後でさらに説明するが、ゲートウェ
イ３０４は、セルラー・ベースのネットワーク３００とＩＭＳネットワーク３０２の両方
に動作可能に結合することができる。ゲートウェイ３０４はまた、ＩＭＳネットワーク３
０２の一部であってもよい。
【００２２】
　より具体的には（図３参照）、移動端末３０６は、加入者フィーチャを更新するための
命令の送信を制御する論理モジュール３１０を有することができる。移動端末３０６はま
た、ＳＭＳメッセージ・モジュール３１２も有することができる。移動端末３０６は、セ
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ルラー・ベースのネットワーク３００中の移動交換センタ３１４を介して、ゲートウェイ
３０４と通信することができる。ゲートウェイ３０４はさらに、ＩＭＳネットワーク３０
２中のフィーチャ・アプリケーション・サーバ３１６に動作可能に結合される。ゲートウ
ェイ３０４は、セルラー・ベースのネットワーク３００およびＩＭＳネットワーク３０２
とインタフェースするための論理モジュール３１８を有することができる。
【００２３】
　図４に、本方法および装置のためのネットワーク・アーキテクチャの一実装形態を示す
。ＩＭＳネットワーク４００は、図４に示す構成では、ＣＳＣＦ（呼セッション制御機能
）、ＢＧＣＦ（ブレークアウト・ゲートウェイ制御機能）、ＭＧＣＦ（メディア・ゲート
ウェイ制御機能）、ＭＧＷ（メディア・ゲートウェイ）、およびＡＳ（アプリケーション
・サーバ）などのネットワーク要素を有することになる。ＩＭＳネットワーク４００は、
広帯域ＩＰネットワーク４０２に動作可能に結合することができ、広帯域ＩＰネットワー
ク４０２は、Ｗｉ－Ｆｉアクセス・ポイント４０４に動作可能に結合することができる。
Ｗｉ－Ｆｉアクセス・ポイント４０４は、移動端末４０６にワイヤレスに結合することが
できる。
【００２４】
　ＩＭＳネットワーク４００はまた、ＨＳＳ（ホーム加入者サーバ）４１０、付加サービ
ス・インターワーキング・ゲートウェイ４１２、およびセルラー・ベースのネットワーク
（ＳＳ７など）４０８にも動作可能に結合することができる。セルラー・ネットワーク４
０８もまた、付加サービス・インターワーキング・ゲートウェイ４１２、メッセージ・セ
ンタ４１４、ＨＬＲ４１６、ホームＭＳＣ４１８、およびサービングＭＳＣ４２２に動作
可能に結合することができる。
【００２５】
　ＩＭＳネットワーク４００はまた、ＰＳＴＮ４２０に動作可能に結合することができ、
ＰＳＴＮ４２０は、ホームＭＳＣ４１８およびサービングＭＳＣ４２２に動作可能に結合
することができる。サービングＭＳＣ４２２は、無線アクセス・ネットワーク４２４に動
作可能に結合することができ、無線アクセス・ネットワーク４２４は、移動端末４２６に
ワイヤレスに結合することができる。
【００２６】
　移動端末がセルラー・ネットワークからＩＭＳネットワークに移動する一実装形態の詳
細なステップは、次のとおりである。
　１．（図５）セルラー・ネットワーク中の加入者が、付加サービスを更新するためのア
クションを起こす。例えば、呼転送を起動する。これは、デバイス上のメニューからアク
ションを選択することによって、または呼転送の起動を示すようにあらかじめ定められた
一連の数字をダイヤルすることによって、達成することができる。（図６、６０１）
　２．（図５）加入者エンドポイント（デバイス）は、この更新をＭＳＣに送信する。（
図６、６０２）
　３．（図５）ＭＳＣは、この更新をＨＬＲに送信する。（図６、６０３）
　４．（図５）ＨＬＲは、変更を行い、ＭＳＣに成功を示す。（図６、６０４）
　５．（図５）ＭＳＣは、加入者に成功を示す。これは、特定のメッセージを送信するこ
と、または音を鳴らすことによるものとすることができる。（図６、６０５）
　６．（図５）加入者デバイスは、移動体発のＳＭＳメッセージ中に付加サービス要求を
カプセル化し、これをＭＳＣに送信する。宛先アドレスはＩＭＳフィーチャ・アプリケー
ション・サーバのアドレスなので、移動端末はすでに宛先アドレスを持っている。このメ
ッセージは、加入者のディレクトリ番号などの識別子である「ｆｒｏｍ」アドレスを含む
。この例では、移動端末は、ＳＭＳフィーチャの起動に進む前に、ＨＬＲでフィーチャの
起動が成功したことの確認をセルラー・ネットワークから得るために待機していたことに
留意されたい。しかし別の実装形態では、移動端末は、セルラー・ネットワークの確認を
待機せずにメッセージを送信してもよい。（図６、６０６）
　７．（図５）ＭＳＣは、ＳＭＳメッセージをＳＭＳＣに送信する。（図６、６０７）



(8) JP 2008-541617 A 2008.11.20

10

20

30

40

50

　８．（図５）ＳＭＳＣは、メッセージを受信し、これを加入者デバイスによって指定さ
れた宛先アドレス（ＤＮ）に転送する。（図６、６０８）
　９．（図５）宛先アドレスＤＮは、ＩＭＳネットワーク中のＳＭＳ変換デバイスに属し
、このＳＭＳ変換デバイスは、ＳＭＳＣへのインタフェース（例えばＡＮＳＩ－４１やＭ
ＡＰプロトコル）を有する。この例では、ＳＭＳ／ＩＭＳゲートウェイは、Ｅ．１６４電
話番号を使用してＩＭＳ　ＴＥＬ　ＵＲＬに変換する。あるいは、ＳＭＳ／ＩＭＳゲート
ウェイは、ＥＮＵＭデータベースまたは他のデータベースに照会して、このＥ．１６４電
話番号に関連するＳＩＰ　ＵＲＩ（Ｆｅａｔｕｒｅｓ＿Ｒ＿Ｕｓ＠ａｏｌ．ｃｏｍなど）
を得ることもできる。ＳＭＳ変換デバイスは、加入者の「Ｆｒｏｍ」番号を含むメッセー
ジを、フィーチャ・アプリケーション・サーバであるアドレスに転送する。いくつかのネ
ットワークでは、すべての加入者に対してフィーチャ・アプリケーション・サーバが１つ
しかないことがあるが、複数フィーチャ・アプリケーション・サーバの場合は、ＳＭＳ変
換デバイスは、この加入者についてのローカル・データベース・ルックアップによって、
またはこの加入者についてのＨＳＳ照会によって、フィーチャ・アプリケーション・サー
バ・アドレスを得ることができる。（図６、６０９）
　１０．（図５）フィーチャ・アプリケーション・サーバは、メッセージをアンパックし
、その加入者データを新しい付加サービス情報で更新する。例えば、フィーチャ・サーバ
は、加入者のフィーチャ更新に関する情報でＨＳＳを更新することができ、あるいは、Ｉ
ＭＳ領域中の他の何らかのフィーチャ・サーバ／加入者データベース中に情報を記録する
ことができる。（図６、６１０）
【００２７】
　移動端末がＩＭＳネットワークに登録されており、付加サービス要求がセルラーＨＬＲ
に伝搬され、移動端末がＩＭＳネットワークからセルラー・ネットワークに移動する一実
装形態の詳細なステップは、次のとおりである。
　１．（図７）加入者が、ＩＭＳネットワーク中にいる間に、呼転送を起動するためのア
クションを起こす。（図８、８０１）
　２．（図７）加入者機器は、ＣＦ起動要求をＩＭＳコア・ネットワークに送信する。（
図８、８０２）
　３．（図７）ＩＭＳコア・ネットワークは、ＣＦ要求をＩＭＳアプリケーション・サー
バに転送する。（図８、８０３）
　４．（図７）サーバは、成功指示をＩＭＳコア・ネットワークに返送する（図８、８０
４）
　５．（図７）ＩＭＳコア・ネットワークは、成功指示を加入者機器に返送する。（図８
、８０５）
　６．（図７）ＩＭＳアプリケーション・サーバは、カプセル化されたＳＭＳメッセージ
をこの加入者に向けてＳＭＳ／ＩＭＳゲートウェイに送信して、ＣＦ起動を指示する。（
図８、８０６）
　７．（図７）ＳＭＳ／ＩＭＳゲートウェイは、メッセージをＳＭＳＣに転送する。（図
８、８０７）
　８．（図７）ＳＭＳＣは、加入者のＨＬＲに照会して、この加入者に対する現在の（セ
ルラー・ベースの）サービングＭＳＣを得る。（図８、８０８）
　９．（図７）ＨＬＲは、加入者が現在どのＭＳＣにも登録されていないことを返信し、
したがってメッセージはＳＭＳＣでキューに入れられる。（図８、８０９）
　１０．（図７）加入者はＩＭＳネットワークを離れ、加入者機器はセルラー・ネットワ
ーク中でＭＳＣに登録する。（図８、８１０）
　１１．（図７）ＭＳＣは、登録要求をＨＬＲに送信する。（図８、８１１）
　１２．（図７）ＨＬＲは、加入者についてのメッセージ保留フラグがあると判定し、加
入者が今や登録されていることをサービングＭＳＣのアドレスと共にＳＭＳＣに通知する
。（図８、８１２）
　１３．（図７）ＳＭＳＣは、加入者へのメッセージを含むメッセージをサービングＭＳ
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Ｃに送信する。（図８、８１３）
　１４．（図７）ＭＳＣは、メッセージを加入者機器に転送する。（図８、８１４）
　１５．（図７）加入者機器中のクライアント・ソフトウェアは、メッセージの「ｆｒｏ
ｍ」アドレスがＩＭＳアプリケーション・サーバからのものであると識別し、これが人物
宛てではなく加入者機器中のクライアント・ソフトウェア宛ての特別なメッセージである
と判定する。クライアント・ソフトウェアは、セルラーＭＳＣへの再度の起動を送信する
ことを実行する。（図８、８１５）
　１６．（図７）セルラーＭＳＣは、起動要求をＨＬＲに転送する。（図８、８１６）
　１７．（図７）ＨＬＲは、「成功」をＭＳＣに示す。（図８、８１７）
　１８．（図７）ＭＳＣは、「成功」を加入者機器に示す。（図８、８１８）
【００２８】
　セルラーとＩＭＳとの異なる領域のための仲介としてＳＭＳを使用する機構は、付加サ
ービスの起動だけでなく他の機能にも使用することができる。例えば、ＩＭＳ領域に音声
メール・システムがある場合、ＩＭＳ／ＳＭＳゲートウェイを介してメッセージ待機指示
を送信して、このユーザに対するＨＬＲにおいてメッセージ待機ステータスの変更を行う
ことができる。ＩＭＳネットワーク中には、加入者がセルラー・ベースのネットワーク中
にいる間に加入者デバイス（移動端末など）と対話するための多くのタイプのサービスが
ある場合がある。
【００２９】
　本明細書に述べたステップまたは動作は、例示に過ぎない。本発明の趣旨を逸脱するこ
となく、これらのステップまたは動作に対する多くの変形があるであろう。例えば、これ
らのステップは異なる順序で実施してもよく、あるいはステップを追加、削除、または修
正してもよい。
【００３０】
　本発明の例示的な実装形態を本明細書に詳細に図示および記述したが、本発明の趣旨を
逸脱することなく様々な修正、追加、代用などを行うことができ、したがってこれらは後
続の特許請求の範囲に定義する本発明の範囲内にあると考えられることは、当業者には明
らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本装置および方法と共に使用されるセルラー・ベースのネットワークの一実装形
態を示す図である。
【図２】本装置および方法と共に使用されるＩＭＳネットワークの一実装形態を示す図で
ある。
【図３】例えばＩＭＳネットワークおよびセルラー・ベースのネットワークと共に使用さ
れる、本装置および方法の一般的な実装の一実装形態を示す図である。
【図４】本方法および装置のためのネットワーク・アーキテクチャの一実装形態を示す図
である。
【図５】あるネットワーク中で出された付加サービス要求が別のネットワーク中で利用可
能である、本方法の一実装形態の流れ図である。
【図６】あるネットワーク中で出された付加サービス要求が別のネットワーク中で利用可
能である、本方法の一実装形態の流れ図である。
【図７】あるネットワーク中で出された付加サービス要求が別のネットワーク中で利用可
能である、本方法の別の実装形態の流れ図である。
【図８】あるネットワーク中で出された付加サービス要求が別のネットワーク中で利用可
能である、本方法の別の実装形態の流れ図である。
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