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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パケットデータメッセージングサービスセンタにおいて実行される方法において、
　あて先移動局に向けたボイスメールメッセージを含むパケットデータメッセージを受信
することと、
　前記あて先移動局がパケットデータメッセージを受信するように構成されているなら、
前記ボイスメールメッセージを含む前記パケットデータメッセージをパケット交換ネット
ワーク(packet switched network)を介して前記あて先移動局に送信することと、ここに
おいて、前記パケットデータメッセージを前記あて先移動局に送信することは、前記パケ
ットデータメッセージへのユニフォームリソースロケータリンクを動的に発生することと
、前記動的に発生されたユニフォームリソースロケータリンクへのポインタを具備する通
知メッセージを発生することと、前記通知メッセージを前記あて先移動局へ送信すること
とを具備する、
　前記パケット交換ネットワークに関してビジートラヒック期間中は(during a busy tra
ffic period)前記パケットデータメッセージが前記あて先移動局に配信されないように前
記パケットデータメッセージの配信を時間管理するようにスケジュールすることと、
　前記あて先移動局がパケットデータメッセージを受信するように構成されていないなら
、前記ボイスメールメッセージを具備するパケットデータメッセージを前記パケットデー
タメッセージサービスセンタからボイスメールサーバに送信することと、
を備えた方法。
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【請求項２】
　前記パケットデータメッセージはマルチメディアメッセージングサービス（ＭＭＳ）メ
ッセージであり、前記パケットデータメッセージングサービスセンターはマルチメディア
メッセージングサービスセンター（ＭＭＳ-Ｃ）である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ボイスメールメッセージはオーディオメッセージを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ボイスメールメッセージはマルチメディアメッセージである、請求項１に記載の方
法。
【請求項５】
　前記ボイスメールメッセージは前記パケットデータメッセージ内の添付されたファイル
である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ボイスメールメッセージのあて先アドレスは、前記あて先移動局の電子メール（ｅ
メール）アドレスである、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ｅメールアドレスはインターネットルーティング可能アドレス(Internet routable
 address)である、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ボイスメールメッセージのあて先アドレスは、前記あて先移動局の電話番号に関連
している、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　パケットデータメッセージングサービスセンタにおいて、
　あて先移動局に向けたボイスメールメッセージを含むパケットデータメッセージを受信
するように構成された受信機と、
　前記あて先移動局がパケットデータメッセージを受信するように構成されているなら、
パケット交換ネットワーク(a packet switched network)を介して前記ボイスメールメッ
セージを含む前記パケットデータメッセージを前記あて先移動局に送信させ、前記パケッ
ト交換ネットワークに関してビジートラフィック期間中は、前記パケットデータメッセー
ジが前記あて先移動局に配信されないように前記パケットデータメッセージの配信を時間
管理するようにスケジュールさせ、前記あて先移動局がパケットデータメッセージを受信
するように構成されていないなら、前記ボイスメールメッセージを具備する前記パケット
データメッセージを前記パケットデータメッセージングサービスセンタからボイスメール
サーバに送信させるように構成されたプロセッサと、
　前記ボイスメールサーバまたは前記あて先移動局に通信するように構成された送信機と
、
を備え、
　前記ボイスメールメッセージを具備する前記パケットデータメッセージを前記パケット
交換ネットワークを介して前記あて先移動局に送信させることは、前記パケットデータメ
ッセージへのユニフォームリソースロケータリンクを動的に発生することと、前記動的に
発生されたユニフォームリソースロケータリンクへのポインタを具備する通知メッセージ
を発生することと、前記通知メッセージを前記あて先移動局へ送信することとを具備する
、パケットデータメッセージングサービスセンタ。
【請求項１０】
　前記パケットデータメッセージはマルチメディアメッセージングサービス（ＭＭＳ）メ
ッセージであり、前記パケットデータメッセージングサービスセンターはマルチメディア
メッセージングサービスセンター（ＭＭＳ－Ｃ）である、請求項９に記載のパケットデー
タメッセージングサービスセンタ。
【請求項１１】
　前記ボイスメールメッセージはオーディオメッセージを含む、請求項９に記載のパケッ
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トデータメッセージングサービスセンタ。
【請求項１２】
　前記ボイスメールメッセージはマルチメディアメッセージである、請求項９に記載のパ
ケットデータメッセージングサービスセンタ。
【請求項１３】
　前記ボイスメールメッセージのあて先アドレスはあて先移動局の電子メール（ｅメール
）アドレスである、請求項９に記載のパケットデータメッセージングサービスセンタ。
【請求項１４】
　前記ｅメールアドレスはインターネットルーティング可能アドレスである、請求項１３
に記載のパケットデータメッセージングサービスセンタ。
【請求項１５】
　あて先移動局に向けたボイスメールメッセージを含むパケットデータメッセージを受信
する手段と、
　前記あて先移動局がパケットデータメッセージを受信するように構成されているなら、
パケット交換ネットワーク(a packet switched network)を介して前記ボイスメールメッ
セージを含む前記パケットデータメッセージを前記あて先移動局に送信する手段と、ここ
において、前記パケットデータメッセージを前記あて先移動局に送信することは、前記パ
ケットデータメッセージへのユニフォームリソースロケータリンクを動的に発生すること
と、前記動的に発生されたユニフォームリソースロケータリンクへのポインタを具備する
通知メッセージを発生することと、前記通知メッセージを前記あて先移動局へ送信するこ
ととを具備する、
　前記パケット交換ネットワークに関してビジートラフィック期間中は、前記パケットデ
ータメッセージが前記あて先移動局に配信されないように前記パケットデータメッセージ
の配信を時間管理するようにスケジュールする手段と、
　前記あて先移動局がパケットデータメッセージを受信するように構成されていないなら
、前記ボイスメールメッセージを具備する前記パケットデータメッセージを前記パケット
データメッセージングサービスセンタからボイスメールサーバに送信する手段と、
を備えた、パケットデータメッセージングサービスセンタ。
【請求項１６】
　パケットデータメッセージングサービスセンタ内のプロセッサに、
　あて先移動局に向けたボイスメールメッセージを含むパケットデータメッセージを受信
させ、
　前記あて先移動局がパケットデータメッセージを受信するように構成されているなら、
パケット交換ネットワーク(a packet switched network)を介して前記ボイスメールメッ
セージを含む前記パケットデータメッセージをパケット交換ネットワークを介して前記あ
て先移動局に送信させ、ここにおいて、前記パケットデータメッセージを前記あて先移動
局に送信することは、前記パケットデータメッセージへのユニフォームリソースロケータ
リンクを動的に発生することと、前記動的に発生されたユニフォームリソースロケータリ
ンクへのポインタを具備する通知メッセージを発生することと、前記通知メッセージを前
記あて先移動局へ送信することとを具備する、
　前記パケット交換ネットワークに関してビジートラフィック期間中は前記パケットデー
タメッセージが前記あて先移動局に配信されないように前記パケットデータメッセージの
配信を時間管理するようにスケジュールさせ、
　前記あて先移動局がパケットデータメッセージを受信するように構成されていないなら
、前記ボイスメールメッセージを具備する前記パケットデータメッセージを前記パケット
データメッセージングサービスセンタからボイスメールサーバに送信させ、
るための命令を有する非一時的コンピュータ読み取り可能記憶媒体。
【請求項１７】
　前記あて先移動局がパケットデータメッセージを受信するように構成されているかどう
かを決定することをさらに備えた、請求項１の方法。
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【請求項１８】
　前記ボイスメールメッセージを含む前記パケットデータメッセージは、前記あて先装置
への回路交換呼(circuit switched call)または仮想回路交換呼(virtual circuit switch
ed call)に必要とされるよりも低いサービスの質（ＱｏＳ）レベルで前記あて先移動局に
送信される、請求項１の方法。
【請求項１９】
　マルチメディアメッセージングサービス（ＭＭＳ）システムを用いてボイスメールサー
ビスを提供する方法において、
　送信元移動局により、リアルタイム通信ネットワークを介して送信先デバイスに電話を
掛けることを試みることと、
　ページが応答されなかったと決定すること、呼をボイスメールに転送するために自動転
送機能(a call forwarding feature)がアクティブになったと決定すること、および電話
交換により送信先デバイスがビジーであることを検出すること、の少なくとも１つを実行
することにより前記呼を受信するために前記送信先デバイスが利用できないことを検出す
ることと、
　パケット交換ネットワークを介して前記送信元移動局と前記送信先移動局との間に仮想
回路交換通信リンクを確立することによりまたは回路交換ネットワークを介して前記送信
元移動局と前記ボイスメールサーバとの間に回路交換通信リンクを確立することにより前
記呼をボイスメールサーバに送信先を変更することと、
　前記ボイスメールサーバから前記送信元移動局へボイスアクノレジメントメッセージを
送信することと、ここにおいて、前記ボイスメールアクノレジメントメッセージは前記ボ
イスメールサーバが前記呼を受信したことを示す、
　前記送信元移動局により、マルチメディアメッセージングサービスを起動したメッセー
ジを送信することにより前記ボイスメールアクノレジメントメッセージに応答することと
、
　前記送信元移動局により前記マルチメディアメッセージングサービスを起動したメッセ
ージを送信した後で前記ボイスメールサーバとの呼を終了することと、
　前記呼が、前記送信先デバイスに関連したあいさつメッセージが前記ボイスメールサー
バにより再生される前に終了するなら、第１のマルチメディアメッセージングサービスメ
ッセージで、前記あいさつメッセージを具備するファイルを前記ボイスメールサーバから
前記送信元移動局に送信すること、ここにおいて、前記あいさつメッセージファイルは前
記送信元移動局により使用されるボコーダに従ってフォーマットされる、および、発呼側
の識別情報を前記ボイスメールサーバから第１のマルチメディアメッセージングサービス
センタへ送り、前記第１のマルチメディアメッセージングサービスセンタにより前記発呼
側の識別情報に関連したアドレスに基づいて前記あいさつメッセージを発生すること、の
少なくとも１つを実行することと、
　前記送信元移動局によりボイスメールメッセージを記録することと、
　前記ボイスメールメッセージを前記送信元移動局のメモリに記憶することと、
　前記送信元移動局により第２のマルチメディアメッセージングサービスメッセージを発
生することと、ここにおいて、前記第２のマルチメディアメッセージングサービスメッセ
ージは前記ボイスメールメッセージを添付ファイルとして具備する、
　前記第２のマルチメディアメッセージングサービスメッセージに関するあて先アドレス
を決定することと、ここにおいて、前記あて先アドレスは前記あて先デバイスが前記マル
チめでぃメッセージサービスをサポートしているなら、前記あて先デバイスのインターネ
ットルーティング可能なアドレスを具備し、前記あて先デバイスが前記マルチメディアメ
ッセージングサービスをサポートしないなら前記あて先デバイスのボイスメールボックス
のアドレスを具備する、
　前記送信元移動局により前記第２のマルチメディアメッセージングサービスメッセージ
を第１のマルチメディアメッセージングサービスセンタに送信することと、
　前記第２のマルチメディアメッセージングサービスメッセージに関するあて先アドレス
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が前記宛先デバイスのインターネットルーティング可能なアドレスを具備するなら、
　　前記第２のマルチメディアメッセージングサービスメッセージを第２のマルチメディ
アメッセージングサービスセンタへルーティングし、
　　前記第２のマルチメディアメッセージングサービスメッセージを前記第２のマルチメ
ディアメッセージングサービスセンタに記憶し、
　　前記第２のマルチメディアメッセージングサービスセンタにより前記第２のマルチメ
ディアメッセージングサービスメッセージへのユニフォームリソースロケータリンクを動
的に発生し、
　　前記第２のマルチメディアメッセージングサービスセンタにより、前記動的に発生さ
れたユニフォームリソースロケータリンクへのポインタを具備するマルチメディアメッセ
ージングサービス通知メッセージを発生し、
　　前記第２のマルチメディアメッセージングサービスセンタにより、前記マルチメディ
アメッセージングサービス通知メッセージを前記あて先デバイスへ送信し、
　　前記あて先デバイスにより、前記第２のマルチメディアメッセージングサービスメッ
セージを前記第２のマルチメディアメッセージングサービスセンタから検索する手続きを
開始し、
　　前記第２のマルチメディアメッセージングサービスセンタにより、前記第２のマルチ
メディアメッセージングサービスメッセージを前記あて先デバイスへ送信し、
　前記第２のマルチメディアメッセージングサービスメッセージに関するあて先アドレス
が前記宛先デバイスのボイスメールボックスのアドレスを具備するなら、
　　前記第２のマルチメディアメッセージングサービスメッセージを前記ボイスメールサ
ーバへルーティングし、
　　前記ボイスメールメッセージを含むファイルを前記あて先デバイスのボイスメールボ
ックスに関連するロケーションに記憶し、
　　前記ボイスメールサーバによりボイスメール通知を前記あて先デバイスへ送信し、
　　前記あて先デバイスにより、あて先パーティに前記ボイスメールメッセージについて
通知する通知機構を起動する、方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　35U.S.C§119の下の優先権主張
　この特許出願は、この出願の譲受人に譲渡され参照することによりここに明示的に組み
込まれる、２００４年５月２６日に出願された、「ネットワークリソースの効率的な使用
を達成するための無線ボイスメールとＭＭＳとの間の相互作用｝(Internetworking Betwe
en Wireless Voicemail and MMS to Achieve Efficient Use of Network Resources)とい
うタイトルの米国仮出願番号６０／５７４，７５７の優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　この発明は一般にボイスメールシステムに関し、特にパケットデータメッセージングシ
ステムを介してボイスメールサービスを提供する装置、システムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ボイスメールシステムは、あて先パーティにより検索することができる音声メッセージ
を記録するために送信元パーティのための機構を提供する。典型的に、あて先パーティの
電話番号に関連するボイスメール箱は、ボイスメールメッセージを記憶するために使用さ
れる。あて先パーティは、ボイスメール箱を維持するボイスメールサーバーをアクセスす
ることにより、および適切な識別情報およびセキュリティ情報を入力することによりメッ
セージを検索する。従来のボイスメールシステムにおいて、回路交換呼または仮想回路交
換呼のようなリアルタイム呼は、は、ボイスメールサーバーにより維持され、一方ボイス
メールメッセージはセーブされるかまたは検索される。しかしながら、通信リソースが制
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限された環境においては、従来のシステムは、本質的な欠点を有する。例えば、従来の無
線通信システムにおいては、帯域幅と通信チャネルは、ボイスメールメッセージを検索し
セーブするためにしばしば使用される価値あるリソースである。任意の特定の時刻におい
て、１つのパーティのみがボイスメールメッセージの転送に関連しているので低い待ち時
間のリアルタイム通信リンクは必要とされない。回路交換ネットワーク内の回路交換呼又
はパケット交換ネットワーク内の仮想回路交換呼を用いて、ボイスメールメッセージを配
信または検索することは無線リソースの非効率な使用を生じる。例えば、ＶｏＩＰ（ボイ
スオーバーインターネットプロトコル）のようなパケット交換ネットワークを利用したシ
ステムにおいて、音声品質呼が仮想回路交換接続のために確立されるので、ボイスメール
サブミッション(submission)または検索のためにリアルタイム呼を確立することは、リソ
ースの非効率な使用を生じる。ボイスメール呼期間中に交換されたデータパケットは、リ
アルタイム呼に要求される高優先度の低い待ち時間のデータパケットとして不必要に取り
扱われる。
【０００４】
　それゆえ、無線通信システムにおいてボイスメールサービスを効率的に提供する装置、
システム、および方法の必要性がある。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】図１は、この発明の例示実施形態に従う通信システムのブロック図である。
【図２】図２は、第１の移動局が送信元装置であり、第２の移動局があて先装置である例
示通信システムのブロック図である。
【図３】図３は、あて先装置がパケットデータメッセージングサービスを受信しない例示
実施形態に従う通信システムのブロック図である。
【図４】図４はこの発明の例示実施形態に従う送信元移動局のブロック図である。
【図５】図５は、この発明の例示実施形態に従うパケットデータメッセージングサービス
を用いてボイスメールサービスを提供する方法のフローチャートである。
【図６】図６は、ボイスメールサーバーで実行されるパケットデータメッセージングサー
ビスを用いてボイスメールサービスを提供する方法のフローチャートである。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　装置、システム、および方法は、無線通信システムにおいてボイスメールサービスを効
率的に提供する。ボイスメールメッセージは、マルチメディアメッセージサービス（ＭＭ
Ｓ）システムのようなパケットデータメッセージ通信システムを使用して、セーブされ検
索される。無線通信システムにおいてリソースは、リアルタイム呼の期間を最小にするこ
とにより効率的に管理される。ボイスメールメッセージは、音声品質呼に要求されるより
もより高い待ち時間のパケットデータ送信を用いて交換される。無線ユーザーによりセー
ブされるボイスメールメッセージは、送信元移動局において記録され、パケットデータメ
ッセージとしてパケットデータ通信リンクを介して送信される。無線ユーザーによって検
索されたボイスメールメッセージは、パケットデータ通信リンクを介してあて先移動局で
受信され、移動局においてメモリに記憶される。パケットデータメッセージサービスに加
入しないボイスメールクライアント、またはそうでなければパケットデータサービスを使
用しないボイスメールクライアントは、ボイスメールメッセージがボイスメールサーバー
により保持されているので、一般的な技術を用いてボイスメールメッセージを検索するこ
とができる。パケットデータメッセージングシステムを採用することは、ボイスメールサ
ービスに対して無線通信リソースの使用の効率を最大化する。例えば、パケットデータメ
ッセージの送信の場合により大きな程度の待ち時間を許容することができるので、ボイス
メールメッセージを含むパケットデータメッセージは、回路交換ネットワークにおける回
路交換呼またはパケット交換ネットワークにおける仮想回路交換呼により要求されるより
もより低いＱｏＳ（サービスの質）レベルで効率的に転送することができる。それゆえ、
通信リソースは、回路交換呼または仮想回路交換呼よりも高いデータ転送レートを有する
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チャネルを採用しながら増加した待ち時間を生じるかもしれないＱｏＳポリシーを用いて
効率的に割り当てられる。
【０００７】
　図１は、あて先ネットワーク１０２がボイスメールサーバー１０４を含むこの発明の例
示実施形態に従う通信システム１００のブロック図である。送信元移動局１０６は、無線
通信チャネル１１２を介して送信元ネットワーク１１０の基地局１０８と通信する。送信
元ネットワーク１１０の少なくとも一部は、任意のセルラの、無線の、光学のシステムま
たは少なくとも１つのモバイルユニット１０６を用いて信号の無線交換を容易にする他の
無線システムであってよい無線通信システムを含む。適切な無線通信システムの例は、符
号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）または移動通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ）
規格に従って動作する携帯電話システムを含む。送信元ネットワーク１１０の無線通信シ
ステムは、無線信号を移動局１０６と交換し移動局１０６との通信を確立する１つ以上の
基地局１０８を有する。基地局１０８は、周知の技術に従って移動局呼を送るリアルタイ
ム通信ネットワークに接続される。リアルタイム通信ネットワーク１１４は、ルーティン
グ機器および／またはスイッチング機器、通信リンク、および基地局１０８とあて先ネッ
トワーク１０２内のボイスメールサーバー１０４との間のリアルタイム通信リンクを確立
するのに適した他のインフラストラクチャーの任意の組み合わせを含む。リアルタイム通
信ネットワーク１１４が回路交換ネットワークである場合、リアルタイム通信ネットワー
ク１１４は、モバイルスイッチングセンター（ＭＳＣ）、スイッチ、および基地局１０８
とボイスメールサーバー１０４との間の専用通信リンクの確立を容易にするハードウエア
とソフトウエアの中で特に送信機器を含む。しかしながら、例示実施形態において、リア
ルタイム通信ネットワーク１１４は、基地局１０８とボイスメールサーバー１０４との間
に仮想回路交換通信リンクを確立するためにインターネットプロトコル（ＩＰ）を用いて
データパケットの交換を容易にする１つ以上のインターネットプロトコル（ＩＰ）ルータ
ーを含むパケット交換ネットワークである。周知技術に従って、リアルタイム呼は、移動
局１０６と、データパケットの送信に優先順位をつけおよび管理することにより、ボイス
メールサーバー１０４のような他の装置との間にリアルタイム呼を確立することができる
。リアルタイム通信ネットワーク１１４は基地局１０８を介して移動局１０６との通信を
インターフェースし管理するための機器を含む。例えば、リアルタイム通信ネットワーク
１１４は、場合によっては、モバイルスイッチングセンターエミュレーター（ｅＭＳＣ）
を含んでいてもよい。図１におけるリアルタイム通信ネットワーク１１４を表す雲は送信
元ネットワーク１１０とあて先ネットワーク１０２を重畳して示され、送信元ネットワー
ク１１０とあて先ネットワーク１０２内のコンポーネントがリアルタイム通信ネットワー
ク１１４の一部としてみなされることを例証する。さらに、リアルタイム通信ネットワー
ク１１４を介して通信を確立するために使用される機器とインフラストラクチャーのいく
つかは、以下に述べるパケットデータメッセージングシステムにより利用されてもよい。
【０００８】
　パケットデータメッセージングシステムは、パケット交換ネットワークを介してデータ
パケットを送信し、ボイスメールメッセージを含むメッセージを交換する。パケットデー
タメッセージングシステムは、ファイルまたはボイスメールメッセージのコンテンツを表
す他の情報を含むデータパケットを送るための機構を提供する任意のタイプのパケットデ
ータシステムであってよい。適切なパケットデータメッセージングシステムの一例は、添
付されたオーディオファイルを有するｅメールメッセージを送ることができる電子メール
（ｅメール）システムを含む。例示実施形態において、パケットデータメッセージングシ
ステムは、適切に装備をされた移動局１０６と、ＭＭＳシステムによってサービスされる
他の装置の間でテキスト、ビデオ、オーディオおよび画像ファイルの交換を容易にするマ
ルチメディアメッセージングサービス（ＭＭＳ）システムである。他の装置は、同じ無線
ネットワーク、異なる無線ネットワーク、有線ネットワークまたはコンピューターネット
ワークによってサービスされてもよい。パケットデータメッセージングサービスセンター
は、移動局１０６で交換されたパケットデータメッセージを記憶し管理する。例示実施形
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態において、パケットデータメッセージサービスセンターは、移動局１０６で交換された
マルチメディアメッセージを記憶し管理するマルチメディアメッセージングサービスセン
ター（ＭＭＳ-Ｃ）１１６である。ＭＭＳ－Ｃ１１６はＭＭＳサーバーとＭＭＳリレー（
図１に図示せず）を含む。状況次第で、他の機器、サーバー、ネットワーク、および記憶
装置をＭＭＳ－Ｃ１１６に接続してもよい。例えば、一時的メッセージ記憶装置および永
久メッセージ記憶装置を使用してＭＭＳメッセージを記憶してもよい。当業者は、種々の
トポロジー、プロトコル、アーキテクチャー、および周知技術に適用されるこれらの開示
に基づいて使用することができる通信システム１００、送信元ネットワーク１１０および
あて先ネットワーク１０２の実施を容易に認識するであろう。図１に記載されたブロック
の機能および動作は、任意の数の装置、回路、またはインフラストラクチャーで実施され
てもよい。２つ以上の機能ブロックは単一の装置内に統合されてもよく、任意の単一の装
置で実行されるように記載された機能は、いくつかの装置を介して実施されてもよい。例
えば、基地局１０８とＭＭＳ－Ｃ１１６との間の通信リンクは、基地局コントローラー（
ＢＳＣ）とパケットデータアクセスゲートウエイスイッチングノード（ＰＤＳＮ）のよう
な図１に示されない他の相異なる送信元ネットワーク１１０を含む。
【０００９】
　例示実施形態において、通信システム１００は、パケット交換ネットワークを介してイ
ンターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）技術を利用する。セッション開始プロトコル（ＳＩ
Ｐ）は、開始移動局１０６とあて先装置１１８の間でのように発呼者および被呼者の間の
仮想回路交換呼の確立を容易にする。状況次第で、通信システム１００は、公衆交換電話
網（ＰＳＴＮ）のような１つ以上の回路交換網を含んでいてもよい。
【００１０】
　ボイスメールサーバー１０４は、挨拶およびボイスメールメッセージを記憶し、発生し
、再生し、ボイスメールサービスをボイスメールクライアントに提供する。ボイスメール
サーバー１０４は、リアルタイム通信ネットワーク１１４内のスイッチング機器またはル
ーティング機器と通信し、状況次第で、ＭＭＳ－Ｃ１１６と通信し、スイッチング機器ま
たはルーティング機器およびＭＭＳ－Ｃ１１６を備えた同じネットワーク（１１０）内で
接続されてもよいしまたは他の通信ネットワーク（１０２）内で接続されてもよい。
【００１１】
　特定の状況に応じて、無線通信システムはボイスメール送信元ネットワーク１１０、ボ
イスメールあて先ネットワーク１０２または両方を含んでいてもよい。それゆえ、移動局
１０６は、他のパーティのためのボイスメールをセーブするために使用されてもよく、ま
たは他のパーティによりセーブされたボイスメールを検索するために使用されてもよい。
この場合、他のパーティの通信装置は同じ無線ネットワーク上の移動局１０６、異なる無
線ネットワーク上の移動局１０６、ＰＳＴＮのような有線通信ネットワークに接続された
地上通信線装置であってもよい。図１に示される例示システムにおいて、他のパーティの
装置（あて先装置１１８）は、あて先ネットワーク１０２を介して送信元ネットワーク１
１０に接続されるように図解される。しかしながら、状況次第で、あて先ネットワーク１
０２と送信元ネットワーク１１０は、同じネットワークであってもよい。通信ネットワー
ク１０２、１１０は、任意の数の無線ネットワーク、有線ネットワーク、コンピューター
ネットワーク、インターネットネットワークまたはイントラネットネットワークを含んで
いてもよい。
【００１２】
　この発明の例示実施形態に従って、移動局１０６は、ボイスメールメッセージを含むＭ
ＭＳメッセージをＭＭＳ－Ｃ１１６と交換する。移動局が送信元装置である場合、送信元
パーティ（発呼者）は、送信元移動局においてあて先パーティ（被呼者）のためにボイス
メールメッセージを記録する。ボイスメールメッセージは、送信元移動局のメモリに少な
くとも一時的に記憶され、ＭＭＳ－Ｃ１１６を介してあて先ネットワーク１０２に送られ
る。あて先装置が地上通信線装置、またはＭＭＳサービスを伴わない他の装置なら、ＭＭ
Ｓメッセージはあて先装置１１８のためにボイスメールサーバー１０４に記憶される。あ



(9) JP 5118112 B2 2013.1.16

10

20

30

40

50

て先装置１１８がＭＭＳ（あて先移動局）をサポートする適切に装備された移動局である
場合、ボイスメールメッセージは、ボイスメールサーバーにボイスメールメッセージを記
憶することなくあて先移動局にセーブすることができる。しかしながら、例示実施形態に
おいて、あて先装置が有能なＭＭＳでないときまたはＭＭＳを受信するように構成されな
かったとき、ボイスメールメッセージは、従来技術によりあて先装置１１８によるボイス
メールの検索のためにボイスメールサーバー１０４に送信される。あて先移動局（１１８
）のユーザーのためにセーブされたボイスメールメッセージは、ＭＭＳメッセージとして
ＭＭＳ－Ｃ１１６からあて先移動局（１１８）に転送される。ＭＭＳメッセージはあて先
移動局（１１８）のメモリに記憶され、ユーザーがボイスメールをアクセスすると局部的
に再生される。状況次第で、ボイスメールメッセージはあて先移動局（１１８）に流して
もよく、メッセージファイル全体が転送される前にボイスメールメッセージの再生を可能
にする。それゆえ、記録されたボイスメールメッセージを含むＭＭＳメッセージのような
パケットデータメッセージは、ＭＭＳ通信リンクのようなパケットデータ通信リンクを介
してあて先ネットワーク１０２に送信される。
【００１３】
　図２は例示通信システム１００のブロック図であり、この場合、第１の移動局１０６は
、送信元装置（送信元移動局２０２）であり、第２の移動局１０６はあて先装置（あて先
移動局２０４）である。図２を参照して議論される例示状況において、送信元移動局２０
２は送信元ネットワーク１１０を介して通信し、あて先移動局２０４は、あて先ネットワ
ーク１０２を介して通信し、この場合送信元ネットワーク１１０とあて先ネットワーク１
０２は各々ＭＭＳ－Ｃ１１６、２０８並びに少なくとも部分的にリアルタイム通信ネット
ワーク１１４を含むＩＰルーターを含む。上述するように、リアルタイム通信ネットワー
ク１１４がモバイルスイッチングセンター（ＭＳＣｓ）を含むスイッチング機器を含む。
この場合リアルタイム通信ネットワーク１１４は回路交換ネットワークである。明瞭さの
ために、基地局１０２および他の通信機器は図２に示されない。あて先ネットワーク１０
４内のボイスメールサーバー１０４は、あて先移動局２０４のようなあて先装置１１８の
ためのボイスメールサービスを提供する。当業者は、これらの開示および周知の技術に基
づいて使用することができる種々のトポロジー、プロトコル、アーキテクチャーおよび通
信ネットワーク１００の実施を容易に認識するであろう。図２に記載されたブロックの機
能と動作は、任意の数の装置、回路、またはインフラストラクチャーで実施されてもよい
。
【００１４】
２つ以上の機能ブロックは、単一の装置に統合されてもよく、任意の単一装置で実行され
るように記載された機能は、いくつかの装置を介して実施されてもよい。例えば、ボイス
メールサーバー１０４の機能性は、ＭＭＳ－Ｃ２０８内で実施されてもよい。
【００１５】
　送信元移動局２０２があて先移動局２０４に電話をかけようと試み、その呼が完了でき
ないとき、ボイスメール配信手続が行使される。周知の技術に従って、送信元移動局２０
２は、リアルタイム通信ネットワーク１１４の送信元ネットワーク内の機器を介して、あ
て先ネットワーク２０４の通信機器に電話をかける。リアルタイム通信ネットワーク１１
４は、あて先移動局２０４がビジーである、受信できない範囲内にある、応答しないまた
はそうでなければ、呼を受け入れることができないことを検知する。例示実施形態におい
て、ＶｏＩＰ機器は、ページが応答できなかったことを決定することにより、または呼転
送特徴がアクティブになり呼をボイスメールに送ることを決定することによりあて先移動
局２０４は利用可能でないことを検出する。これに応答して、呼は、ボイスメールサーバ
ー１０４にリダイレクトされる。図２を参照して述べた例示パケット交換状況において、
ボイスメールサーバー１０４は、ボイスメールアクノレジメントメッセージを、ＶｏＩＰ
シグナリングに使用されるセッション開始プロトコル（ＳＩＰ）を用いて、送信元移動局
２０２に送る。回路交換ネットワークにおいて、ＭＳＣは、あて先装置の不稼働率を検出
し、呼をボイスメールサーバー１０４に送り、回路交換呼は送信元移動局２０２で一時的
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に完了される。ボイスメール認識メッセージは、送信元移動局２０２に送られ、ボイスメ
ールサーバー１０４が呼を受け入れたことを示す。
【００１６】
　送信元移動局２０２は、ＭＭＳシステムはボイスメールメッセージを提出されるために
採用されるであろうことを示すＭＭＳが呼び出したメッセージを送信することにより、ボ
イスメールアクノレジメントメッセージに応答する。上で説明したように、ＶｏＩＰとＳ
ＩＰは例示実施形態で使用される。ボイスメールアクノレジメントメッセージおよびＭＭ
Ｓにより呼び出されたメッセージはＳＩＰ拡張子を用いた通信システム１００を介して送
られる。それゆえ、例示実施形態において、ＭＭＳに呼び出されたメッセージはＳＩＰ拡
張子を用いて運ばれ、ＶｏＩＰメディア接続は確立されないであろうことを示す。回路交
換ネットワークを利用した実施形態において、ＭＭＳにより呼び出されたメッセージは、
トーンシーケンス、帯域内並びに帯域外、回路交換システムにおいて利用可能なシグナリ
ング技術を含んでいてもよい。ＭＭＳに呼び出されたメッセージを送信した後、送信元移
動局２０２は、リアルタイム呼を終了し、ＭＭＳを用いてボイスメールメッセージを提出
し続ける。送信元移動局がＭＭＳにより呼び出されたメッセージを送信しないなら、ボイ
スメール配信手続は周知の技術に従って続き、送信元パーティがあて先パーティのために
ボイスメールサーバー１０４においてメッセージを記録することを可能にする。
【００１７】
　状況次第で、あて先移動局２０４に関連する挨拶メッセージはボイスメールサーバー１
０４に記憶される。例示実施形態において、挨拶メッセージは、あて先移動局２０２への
ＭＭＳメッセージにおいてＭＭＳシステムを介してボイスメールサーバーにより提出され
る。ボイスメールサーバー１０４は、送信元移動局２０２のアドレス指定情報を使用する
MMSメッセージ、および挨拶メッセージを含むファイルを生成する。挨拶メッセージファ
イルは任意のいくつかのフォーマットを有していてもよいけれども、挨拶メッセージファ
イルは、例示実施形態において送信元移動局２０２により使用されるボコーダーに従って
フォーマットされてもよい。ＣＤＭＡシステムにおいて適切なボコーダーフォーマットの
一例はエンハンストバリアブルレートコーダー（ＥＶＲＣ）を含む。挨拶ファイルを含む
ＭＭＳメッセージは、ＭＭＳシステムを介して送られ、発呼者への送信元移動局２０２に
おいてセーブされ再生される。
【００１８】
　通信システム１００が回路交換ネットワークを含む場合、他の機構を使用して挨拶メッ
セージを発呼者に提示してもよい。１つの技術はボイスメールサーバー１０４からの送信
者ＩＤ情報をＭＭＳ－Ｃ２０８に送りアドレス指定情報を供給することを含む。ＭＭＳ挨
拶メッセージは、発呼者ＩＤ番号に関連する送信元アドレスに基づいてＭＭＳ－Ｃ２０８
において発生される。場合によっては、挨拶メッセージは、ボイスメールサーバー１０４
を用いたリアルタイム呼の終了前に仮想回路交換呼または回路交換呼を介してボイスメー
ルサーバー１０４により再生されてもよい。
【００１９】
　送信元移動局２０２は、マイクロフォンおよび／またはカメラを介したビデオ信号を介
してオーディオ信号を捕捉することによりボイスメールメッセージを記録し、信号のデジ
タル表示をメモリに記憶する。適切なオーディオフォーマットの例はＷＡＶファイル、Ｅ
ＶＲＣファイルおよびＡＭＲファイルを含む。ビデオファイルまたはマルチメディアファ
イルを記憶する適切なフォーマットの一例は、ＭＰＥＧ４フォーマットを含む。当業者は
、オーディオファイル、ビデオファイル、およびマルチメディアファイルを記憶し送信す
るために使用することができる種々の他のフォーマットを認識するであろう。
【００２０】
　ボイスメールメッセージファイルの適切な処理の後で、送信元移動局２０２は、あて先
モバイルアドレスを用いてあて先移動局２０４にアドレスされるＭＭＳメッセージを発生
する。適切なあて先アドレスの例は、ｅメールアドレスまたはインターネットプロトコル
（ＩＰ）を用いて送ることが可能な任意のアドレスを含む。例実施形態において、呼はＶ
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ｏＩＰ呼であるので、あて先移動局２０４のためのアドレス指定情報は仮想回路交換呼（
ＶｏＩＰ呼）のセッション開始の時刻に確立される。従って、インターネットで送ること
ができるアドレス指定情報は送信元移動局２０２またはＳＩＰシグナリングコントローラ
ーのようなネットワークレジデントプロキシ装置を介して利用可能であり、送信元移動局
２０２からあて先移動局２０４への任意ＭＭＳメッセージは、送信元ＶｏＩＰ呼に使用さ
れるあて先アドレスを用いて送ることができる。しかしながら、呼が回路交換呼である場
合、送信元移動局２０２から送信されたＭＭＳメッセージは、あて先移動局２０４に関連
していなければならない。回路交換システムにおいてアドレス指定情報を確立する適切な
方法の一例は、電話番号マッピング（ＥＮＵＭ）または他の適切な機構のようなアドレス
変換データベースを用いて送信元移動局２０２とボイスメールサーバー１０４との間の回
路交換呼の期間に帯域内または帯域外シグナリングを介してあて先電話番号に関連するあ
て先アドレスをあて先移動局２０２に送ることを含む。場合によっては、あて先アドレス
は、送信元移動局２０２に記憶してもよく、あて先移動局２０４の電話番号に関連してい
てもよい。例えば、ｅメールアドレスのようなインターネットで送ることができるあて先
アドレスは、送信元移動局２０２のアドレスブックに記憶されてもよい。
【００２１】
　あて先移動局２０２は、ボイスメールメッセージを表すファイルまたは他のデータを含
むマルチメディアメッセージングサービス（ＭＭＳ）メッセージを発生する。
【００２２】
例示実施形態において、ＭＭＳメッセージは添付されたデジタルファイルとしてボイスメ
ールメッセージを含み、あて先移動局のあて先アドレスを含む。ＭＭＳメッセージは、周
知のＭＭＳ技術に従ってＭＭＳ－Ｃ１１６に送られ、通信システムを介してあて先ネット
ワーク１０２のＭＭＳ－Ｃ２０８に送られる。一般に、ＭＭＳメッセージは、あて先アド
レスに基づいてＭＭＳ－Ｃ　２０８内のマルチメディアサーバーに送られ、ＭＭＳ－Ｃ　
２０８においてメモリに記憶される。
【００２３】
　ＭＭＳ－Ｃ２０８内のＭＭＳサーバーはあて先移動局２０４内にボイスメールメッセー
ジをセーブする。例えば、ＭＭＳ技術に従って、ＭＭＳ－Ｃ　２０８はＭＭＳメッセージ
のコンテンツを記憶し、ローカルデータファイルへのダイナミックに生成されたＵＲＬリ
ンクとして利用可能にする。例示実施形態において、ボイスメールメッセージを表わすＷ
ＡＶオーディオファイルのようなデータファイルは、ＭＭＳメッセージに関連している。
あて先移動局２０４にオーディオファイルをセーブすることができない場合、メッセージ
が到着しておりダウンロードが利用可能であることを示す通知があて先移動局２０４に送
信される。あて先移動局２０４の特定の構成に応じて、ＭＭＳメッセージは、ユーザーを
介在してまたはユーザーの介在なしに検索してもよい。状況次第で、メッセージはあて先
移動局２０４に流れてもよく、全体のファイルがあて先移動局２０４のメモリに転送され
る前にボイスメールメッセージを再生することができる。
【００２４】
　種々のプロトコル、シグナリングスキーム、およびフォーマットを使用して、ＭＭＳメ
ッセージをあて先移動局２０４にセーブすることができるけれども、例示実施形態におい
て確立されたＭＭＳ技術が使用される。例えば、ＭＭＳ－Ｃ２０８は、ショートメッセー
ジサービス（ＳＭＳ）を介して無線アプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）「Ｐｕｓｈ」
手続を用いてＭＭＳ通知メッセージを発生しあて先移動局２０４に送信する。ＭＭＳ通知
メッセージは、ボイスメールメッセージを表わすオーディオファイルを含む、ダイナミッ
クに生成されたＭＭＳメッセージへのＵＲＬポインターを含む。ＭＭＳ通知メッセージを
受け取った後に、移動局は、ＴＣＰ／ＩＰネットワーク接続性を提供するデータ接続を開
始する。あて先移動局２０４はＨＴＴＰ（またはＷＳＰ）「ｇｅｔ」手続を実行しＭＭＳ
－ＣからＭＭＳメッセージを検索する。例示実施形態において、ＭＭＳメッセージは、モ
バイル通信システムにおいて利用される任意のいくつかのプロトコルを用いて送信される
。適切なプロトコルの例はＭ－ＩＭＡＰ、ＯＭＡ－ＭＭＩ、およびＳＩＰベースのＭＭＩ
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を含む。さらに、ＩＭＡＰとＰＯＰのようなｅメールプロトコルは状況次第で使用するこ
とができる。
【００２５】
　例示実施形態において、ボイスメールメッセージがボイスメールサーバー１０４で受信
された後に、警告メッセージがあて先移動局２０４に送信される。ボイスメールメッセー
ジがボイスメールサーバー１０４で入手可能であることを警告メッセージはあて先移動局
２０４に通知する。警告メッセージは、ボイスメールメッセージの通知と回復を可能にす
る。この場合、エラーはＭＭＳメッセージとともに生じた。警告メッセージは周知の技術
およびプロトコルに従ってあて先移動局２０４に送信される。あて先移動局２０４を警告
する適切な方法の一例は、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージを用いた警
告メッセージを送信することを含む。
【００２６】
　先の議論は、ＭＭＳのようなパケットデータメッセージサービスを予約する送信元装置
によって音声メール提出に集中する。しかしながら、例示実施形態において、あて先移動
局２０４を使用してボイスメールサーバー１０４に記憶されるボイスメールメッセージを
検索することができる。そのような状況は、ボイスメールサーバー１０４が一般的な技術
を使用して送信元パーティにより残されたボイスメールメッセージを記録する場合、また
はＭＭＳメッセージがあて先装置２０４にセーブできず、代わりにボイスメールサーバー
１０４に記憶するために送られた場合に、起こるかもしれない。他の状況は、ボイスメー
ルボックスに関連するボイスメール加入者のためのメッセージを残すためにボイスメール
システムを介して送信元パーティが直接あて先ボイスメールボックスをアクセスする場合
起こるかもしれない。
【００２７】
　送信元装置がＭＭＳに準拠した装置でなく、あて先移動局２０４への呼を完了しようと
試みており、あて先移動局２０４はビジー状態、受信できない範囲外、または利用できな
い状況において、呼は、ボイスメールサーバー１０４にリダイレクトされる。送信元装置
がボイスメールサーバーを備えた呼を確立した後で、ボイスメールサーバー１０４は挨拶
を再生してもよく、記録が開始されたビープ音のようなインジケーターを供給してもよい
。記録されたメッセージは音声メールサーバー１０４に記憶される。
【００２８】
　ボイスメールメッセージは適切なインターフェースおよびプロトコルを使用してＭＭＳ
サーバーに送られます。例示実施形態では、ボイスメールメッセージは単純メール転送プ
ロトコル（ＳＭＴＰ）を使用して、ファイルとして送信される。ＳＭＴＰは、ＳＭＴＰメ
ッセージが適切なＭＭＳサーバーおよびあて先移動局２０４に送られることを可能にする
あて先アドレスフィールドを含む。例示実施形態において、ボイスメールサーバー１０４
は、電話番号を、ＭＭＳサービスを有する移動局のｅメールアドレスと関連づけるアドレ
ス相関テーブルを含む。場合によっては、ドメイン名をＩＰアドレスに変換するのにドメ
イン名サーバー（ＤＮＳ）を必要とするかもしれない。周知の技術に従って、ボイスメー
ルメッセージを含むメッセージは、通信システム１００を介してＭＭＳサーバーに送られ
、サービスをあて先移動局２０４に供給する。
【００２９】
　ＭＭＳ－Ｃ２０８は、ボイスメールメッセージをあて先移動局２０４にセーブする。Ｍ
ＭＳ－Ｃ２０８は、ボイスメールメッセージを表すファイルまたは他のデータを含めるた
めにＭＭＳメッセージを発生する。ヘッダー情報と添付されたボイスメールファイルを含
むＭＭＳメッセージはＭＭＳサーバーのメモリに記憶される。ＭＭＳ技術に従って、ＭＭ
Ｓ－Ｃ２０８は、ＭＭＳメッセージのコンテンツを記憶し、それをダイナミックに生成さ
れたＵＲＬリンクとして利用可能にする。例示実施形態において、ボイスメールメッセー
ジを表わすＷＡＶオーディオファイルのようなデータファイルは、ＭＭＳメッセージに関
連する。メッセージが到着し、ダウンロードのために利用可能であることを示す通知があ
て先移動局２０４に送信される。状況次第で、ＭＭＳメッセージのセーブは、新しいメッ
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セージ通知を構成する。あて先移動局２０４の特定の構成に応じて、ＭＭＳメッセージは
、ユーザーが介在してまたはユーザーの介在なしで検索してもよい。上に議論されるよう
に、メッセージはあて先移動局２０４に流れてもよく、ファイル全体があて先移動局２０
４のメモリに転送される前にボイスメールメッセージが再生されることを可能にする。
【００３０】
　それゆえ、ボイスメールメッセージは、パケットデータメッセージングサービスにアク
セスする送信元装置（２０２）から直接にまたはボイスメールサーバー１０４からあて先
移動局２０４に送ってもよい。ＭＭＳに準拠した送信元装置（２０２）に集中して上で述
べた例示実施形態において、メッセージを送信元移動局２０２に記録し、ボイスメールメ
ッセージを含むＭＭＳメッセージを添付されたファイルとして発生し、あて先移動局２０
３のあて先アドレスに基づいてあて先移動局２０４にメッセージを送ることにより、ＭＭ
Ｓシステムを用いてボイスメールメッセージが提出される。あて先移動局２０４への添付
された呼がボイスメールサーバー１０４にリダイレクトされた後で、送信元移動局２０２
は、ボイスメールサーバー１０４が呼を受け取ったことを示すボイスメールアクノレジメ
ントを受信する。送信元移動局２０２とボイスメールサーバー１０４との間の呼は終了さ
れ、ボイスメールメッセージは、送信元移動局２０４により記録される。ＭＭＳメッセー
ジは、あて先移動局２０４のあて先アドレスに基づいて、ボイスメールメッセージファイ
ルとヘッダー情報を含むＭＭＳメッセージが発生される。以下にさらに詳細に述べるよう
に、あて先装置がパケットデータメッセージングサービスを受信できない状況において、
送信元移動局２０２は、パケットデータメッセージングシステムを用いてボイスメールメ
ッセージを提出してもよい。従って、相対的に高い待ち時間、あるいはリアルタイムの低
い待ち時間回路交換呼または仮想回路交換呼への高データレートパケットデータリンクを
利用する利点は、送信元装置、あて先装置、または両方がＭＭＳのようなパケットデータ
メッセージングシステムを用いてメッセージを交換することができる。
【００３１】
　図３は、あて先装置３０２がＭＭＳサービスを受信しない例示実施形態に従う通信シス
テム１００のブロック図である。あて先装置３０２は、図３を参照して述べた例示実施形
態の地上通信線電話であり、リアルタイム通信ネットワーク１１４の一部であるＰＳＴＮ
スイッチまたはＰＢＸ（プライベートブランチイクスチェンジ）スイッチ３０４のような
通話スイッチ３０４を介して通信システム１００に接続される。
【００３２】
　あて先装置３０２がビジーであるまたはそうでなければ利用可能でないことを通話スイ
ッチ３０４が検出するとき、通話スイッチ３０４はあて先装置３０２にかけられた呼を送
信元移動局２０２によりボイスメールサーバー１０４にリダイレクトする。呼を受信した
後に、ボイスメールサーバー１０４は、ボイスメールサーバー１０４が呼を受信したこと
を示すボイスメールアクノレジメント信号を送信元移動局２０２に送信する。例示実施形
態において、ボイスメールサーバー１０４は、あて先装置３０２のボイスメールボックス
に相当するあて先アドレスを送信し、ＳＩＰ拡張子は、あて先アドレスとボイスメールア
クノレジメントを送信するための機構を提供する。上で述べたように、あて先アドレスお
よびアクノレジメントは、回路交換システム内における帯域内または帯域外シグナリング
を用いて送信されてもよい。
【００３３】
　例示実施形態において、挨拶が送信元移動局２０２を介して再生された後、送信元移動
局２０２は、ボイスメールサーバー１０４とのセッションを終了する。状況次第で、送信
元移動局２０２は、ボイスメールアクノレジメントを受信した直後にその呼を終了しても
よい。そのような状況において、ボイスメールサーバー１０４は、発呼パーティのための
挨拶を再生する送信元移動局２０２にＭＭＳ挨拶メッセージを送る。
【００３４】
　送信元移動局２０２は図２を参照して上で述べた技術に従ってボイスメールメッセージ
を記録する。あて先アドレスを使用して、送信元移動局２０２は、ボイスメールメッセー
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ジを含むＭＭＳメッセージを、ＭＭＳシステムを介してボイスメールサーバー１０４に送
る。メッセージはＭＭＳ－Ｃ　１１６を介してボイスメールサーバー１０４内のあて先ア
ドレスに送られる。ボイスメールサーバー１０４は、あて先装置３０２のボイスメール箱
に関連するロケーションに添付されたボイスメールファイルを記憶し、メッセージ待ち光
、独特のダイアルトーン、または他の通知機構を起動するあて先装置３０２にボイスメー
ル通知を送信する。あて先パーティは周知の技術に従ってボイスメールサーバーをアクセ
スすることによりボイスメールメッセージを検索する。記憶されたボイスメールメッセー
ジのフォーマットに応じて、ボイスメールサーバー１０４は、あて先パーティのためのメ
ッセージを再生する前にボイスメールメッセージを変換する必要があるかもしれない。
【００３５】
　図４はこの発明の例示実施形態に従う送信元移動局２０２のブロック図である。送信機
４１０および受信機４１２を含むトランシーバー４０２は、無線信号を基地局１０８と交
換し、音声、データ、ビデオ、グラフィックおよびオーディオを含む情報を交換する。プ
ロセッサー４０４は、送信元移動局２０２の種々の機能の実行を容易にし、並びに移動局
２０２の全体の機能性を容易にする。プロセッサー４０４は、マイクロプロセッサー、コ
ンピューター、またはコンピューターコードを処理するために適切な他のプロセッサー構
成を含み、ここに記載された機能の実行を容易にする。プロセッサー４０４は状況次第で
アナログ－デジタル（ＡＤ）変換器のような他の回路およびオーディオプロセッサーを含
んでいてもよい。メモリ４０６は、ボイスメールメッセージおよび挨拶メッセージを表す
オーディオファイルのようなデジタルデータを記憶するための任意のメモリモジュール、
集積回路（ＩＣ）または他の装置である。プロセッサー４０４に接続された入力装置４０
８はオーディオとビデオの任意の組み合わせを捕捉する。例示実施形態において、入力装
置４０８はマイクロフォンであり、ボイスメールメッセージはオーディオメッセージであ
る。他の適切な入力装置４０８の例はビデオカメラとデジタルカメラを含む。挨拶メッセ
ージおよび他の受信された通信は、オーディオスピーカーのような出力装置４１４を介し
て再生される。
【００３６】
　あて先移動局２０２により開始される試みられた呼がボイスメールサーバー１０４にリ
ダイレクトされたことを示すボイスメールサーバーアクノレジメントメッセージは受信機
４１２を介して受信される。プロセッサーは、入力装置４０８により受信された信号を入
力信号を表すデジタルファイルに変換し、ボイスメールメッセージを記録する。ファイル
は、プロセッサー４０４により発生されたＭＭＳメッセージに含まれる前に少なくとも一
時的にメモリ４０４に記憶される。メッセージは送信機４１０により基地局１０８に送ら
れＭＭＳメッセージをＭＭＳ－Ｃ１１６に送る。
【００３７】
　図5は、この発明の例示実施形態に従ってＭＭＳのようなパケットデータメッセージン
グサービスを使用して、ボイスメールサービスを提供する方法のフローチャートである。
【００３８】
この方法は例示実施形態において送信元移動装置２０２において実行され、ＭＭＳシステ
ムに関連して記載される。当業者は、これらの開示に基づいて他のタイプのパケットデー
タメッセージングシステムに、議論された技術を容易に適用するであろう。
【００３９】
　ステップ５０２において、送信元移動局２０２は、あて先移動局２０４のようなあて先
装置に電話をしようと試みる。例示実施形態において、送信元移動局２０２は、ＳＩＰプ
ロトコルに従ってセッションを確立することによりあて先装置との間でＶｏＩＰ呼を完了
しようと試みる。
【００４０】
　ステップ５０４において挨拶メッセージは送信元パーティに対して再生される。例示実
施形態において、挨拶メッセージは、ＭＭＳメッセージ内のオーディオファイルとして受
信される。状況次第で、ＶｏＩＰセッションまたは回路交換呼が送信元移動局２０２と音
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声メールサーバー１０４との間に確立され、音声メールサーバー１０４が仮想回路交換接
続または回路交換接続を介して挨拶メッセージを再生することを可能にする。
【００４１】
　ステップ５０６において、呼が音声メールサーバー１０４にリダイレクトされたことを
示す音声メールアクノレジメントが受信される。例示実施形態において、呼が音声メール
サーバー１０４にリダイレクトされたことを送信元移動局２０２に通知するために、メッ
セージはＳＩＰ拡張子を用いて送信される。回路交換ネットワークにおいて、ボイスメー
ルアクノレジメントは、帯域内シグナリング技術または帯域外シグナリング技術を用いて
回路交換接続を介して送信されてもよい。
【００４２】
　ステップ５０８において、送信元移動局２０２は、ＭＭＳに呼び出されたメッセージを
音声メールサーバー１０４に送信し、送信元移動局２０２がＭＭＳを用いてボイスメール
メッセージを提出していることを示す。例示実施形態において、ＭＭＳに呼び出されたメ
ッセージはＳＩＰ拡張子を用いて送信される。回路交換ネットワークを利用したシステム
において、ＭＭＳに呼び出されたメッセージは、帯域内または帯域外のシグナリングを用
いて送信される。メッセージが送信された後で、回路交換呼は終了される。状況次第で、
呼は、挨拶メッセージが再生された後で終了されてもよい。図５に示されるステップは、
任意の順番で実行されてもよい。例えば、挨拶メッセージは、ＭＭＳで呼び出されたメッ
セージが送信された後に再生されてもよい。
【００４３】
　ステップ５１０で、ボイスメールメッセージが記録されます。例示実施形態において、
音声メールメッセージは、マイクロフォン４０８を介して送信元パーティの音声を捕捉す
ることにより送信元移動局２０２内のプロセッサーにより記録されたオーディオメッセー
ジである。しかしながら、ボイスメールメッセージは、オーディオ、ビデオ、テキスト、
グラフィックス、または他のマルチメディア情報の任意の組み合わせであってもよい。
【００４４】
例えば、カメラのような他の装置を用いてボイスメールメッセージのための情報を捕捉し
てもよい。ボイスメールメッセージはデジタルファイルとしてあて先移動局２０２のメモ
リ４０６に記憶される。
【００４５】
　ステップ５１２において、ＭＭＳメッセージは送信元移動局２０２により発生される。
あて先移動局２０４のあて先アドレス（ＩＰを送ることができるアドレス）を用いて、送
信元移動局２０２は、ＭＭＳメッセージを発生し、ボイスメールメッセージファイルを添
付する。例示実施形態において、試みられたＶｏＩＰ呼のために使用されるあて先移動局
２０４のＩＰアドレスはあて先アドレスとして使用される。回路交換ネットワークにおい
て、あて先アドレスは、メモリ４０６内のローカルデータベース内に記憶されるかまたは
ボイスメールサーバー１０４から受信される。例えば、あて先アドレスは、送信元パーテ
ィによって入力されてもよく、あて先装置２０４、３０２の電話番号に関連していてもよ
い。ボイスメールサーバー１０４があて先アドレスを供給する場合、あて先アドレスを含
むメッセージは、回路交換呼を介して送信されてもよくまたはＭＭＳを用いてあて先移動
局２０２に送られてもよい。あて先装置３０２がＭＭＳを予約しない場合、あて先アドレ
スはあて先装置３０２のボイスメール箱に関連するあて先アドレスである。状況次第で、
ボイスメールメッセージファイルは、あて先移動局２０４のＣＯＤＥＣに従ってフォーマ
ットされてもよい。
【００４６】
　ステップ５１４において、ボイスメールメッセージファイルを含むＭＭＳメッセージは
、あて先装置２０４、３０２に送信される。ＭＭＳメッセージは周知の技術に従ってＭＭ
Ｓ－Ｃ　１１６に送信される。
【００４７】
　図６は、ボイスメールサーバー１０４において実行されるＭＭＳのようなパケットデー
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タメッセージングシステムを用いてボイスメールサービスを供給する方法のフローチャー
トである。図６を参照して述べられた方法は、単一装置内で、または分散された機器によ
って実行されてもよく、ここで述べた例示実施形態によってのみ実行されることに限定さ
れない。当業者は、これらの開示に基づいて、議論された技術を他のタイプのパケットデ
ータメッセージングシステムに容易に適用するであろう。
【００４８】
　ステップ６０２において、ボイスメールサーバー１０４は、ボイスメールアクノレジメ
ントメッセージを送信元移動局２０２に送信する。送信元移動局２０２からの試みられた
呼がボイスメールサーバーにリダイレクトされた後、ボイスメールサーバー１０４は、呼
がリダイレクトされたことを示す。上で説明されたように、ボイスメールアクノレジメン
トメッセージは、例示実施形態におけるＳＩＰ拡張子を用いて送られる。
【００４９】
　ステップ６０４において、ボイスメールサーバー１０４は、あて先装置２０４、３０２
に関連する挨拶メッセージを供給する。例示実施形態において、挨拶メッセージは、ＭＭ
Ｓメッセージとして送信元移動局２０２に送られる記録されたスピーチを表すオーディオ
ファイルである。送信元移動局２０２の送信元アドレスは、メッセージ内の適切なヘッダ
ーを作成するために使用され、挨拶メッセージは、ＭＭＳメッセージを作成するためにオ
ーディオファイルとして添付される。状況次第で、挨拶メッセージは、ボイスメールサー
バー１０４により再生してもよい。
【００５０】
　ステップ６０６において、ボイスメールサーバー１０４は、送信元移動局２０２がＭＭ
Ｓを用いてボイスメールメッセージを提出するであろうことを示すＭＭＳに呼び出された
メッセージを受信する。例示実施形態において、ＭＭＳに呼び出されたメッセージは、Ｓ
ＩＰ拡張子を用いて受信される。上で述べたように、他の技術を用いてＭＭＳに呼び出さ
れたメッセージを伝達してもよい。
【００５１】
　ステップ６０８において、ＭＭＳメッセージ内のボイスメールメッセージはボイスメー
ルサーバー１０４において受信される。例示実施形態において、あて先装置が、ＭＭＳを
伴わないあて先装置３０２である場合、ステップが実行される。ボイスメールサーバー１
０４により送信元移動局２０２に供給されるあて先アドレスは、ＭＭＳメッセージがあて
先装置３０２に対応する適切なロケーションに送られることを可能にする。状況次第で、
あて先移動局２０４に送られたＭＭＳメッセージはまたボイスメールサーバー１０４に送
られてもよい。
【００５２】
　ステップ６１０において、ボイスメールメッセージは、ＭＭＳ－Ｃから送られ、ボイス
メールサーバー１０４に記憶される。ボイスメールメッセージは、あて先装置３０２のボ
イスメール箱に対応する位置に記憶される。
【００５３】
　それゆえ、例示実施形態は、ＭＭＳを用いてボイスメールサービスを効率的に提供する
。
【００５４】
ボイスメールメッセージは、通信システム１００内のリアルタイム呼の期間を最小限にす
るＭＭＳを使用して、セーブされ検索される。無線ユーザーによってセーブされたボイス
メールメッセージは、送信元移動局２０２で記録され、ＭＭＳメッセージとしてＭＭＳ通
信リンクを介して送信される。無線ユーザーによって検索されたボイスメールメッセージ
は、ＭＭＳ通信リンクを介してあて先移動局２０４において受信され、あて先移動局２０
４においてメモリに記憶される。ボイスメールメッセージはボイスメールサーバー１０４
により維持されるので、ＭＭＳを予約しないか、そうでなければ、ＭＭＳを使用しないボ
イスメールクライアントは、一般的な技術を用いてボイスメールメッセージを検索するこ
とができる。ＭＭＳシステムを採用することは、ボイスメールサービスの無線通信リソー
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スの使用の効率を最大化する。ＭＭＳメッセージの送信により、より大きな度合いの待ち
時間を許容することができるので、ボイスメールメッセージは、回路交換ネットワークに
おける回路交換呼またはパケット交換ネットワークにおける仮想回路交換呼により要求さ
れるよりも低いＱｏＳ（サービスの質）レベルで効率的に転送することができる。ＶｏＩ
Ｐを利用するシステムにおいて、効率は、スペクトル的に効率のよい３Ｇ高速無線リンク
を利用することにより観察することができる。配信は、ビジートラフィック期間に通信ネ
ットワーク１０２、１１０の負荷を取り除くようにスケジュールすることができる。さら
に、フレームエラーとトランスコーディング(transcoding)の可能性は消去されているの
で、ＭＭＳを使用したボイスメールメッセージの配信は、配信の期間に不正確とエラーを
最小にし、音声品質を最大にする。例えば、従来システムにおいて、ボイスメールメッセ
ージは、無線からＰＣＭに、ＰＣＭから特定の音声メールに、特定の音声メールからＰＣ
Ｍに、および提出の期間中にＰＣＭから無線フォーマットに変換することによりボイスメ
ールメッセージは配信されてもよい。また、メッセージ作成期間中の特徴は放送時間を消
費せずに実施することができる。さらに、ボイスメールメッセージは、写真、グラフィッ
クスおよびビデオクリップのようなマルチメディアコンポーネントを含んでいてもよい。
【００５５】
　明らかに、この発明の他の実施形態と変更は、これらの教示を考慮して当業者に対して
容易に生じるであろう。上述の記載は例証であり、限定的なものではない。この発明は上
の明細書と添付図面と共に見るとき、そのようなすべての実施形態と変形例を含む以下の
クレームによってのみ限定されるべきである。それゆえ、発明の範囲は上述の記載を参照
せずに決定されるべきであるが、そのかわり等化物の全範囲とともに添付されたクレーム
を参照して決定されるべきである。

【図１】 【図２】
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