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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
移動局との間でショートメッセージを送受信するための移動電話システムであって、該移
動電話システムは、
前記移動局との間でショートメッセージを送受信するための複数のサービスセンタと、
前記移動局と前記複数のサービスセンタと通信する交換センタとを備え、
前記交換センタは、
前記移動局と無線接続を確立する手段と、
前記無線接続が現在なされており前記移動局との間でショートメッセージを送受信してい
ることを検出する話中状態検出器と、
前記無線接続が前記移動局との間でショートメッセージを送受信するために使用されてい
ることを前記話中状態検出器が示している間に前記移動局にショートメッセージを送信し
ようとしている、前記複数のサービスセンタの幾つかのアドレスを記憶する待機リスト記
憶装置であって、該アドレスはショートメッセージを送信しようとしている前記複数のサ
ービスセンタの幾つかの送信順に記憶される待機リスト記憶装置と、
前記無線接続が前記移動局との間でショートメッセージを送受信するためにもはや使用さ
れていないことを前記話中状態検出器から知らされると、前記待機リスト記憶装置に記憶
された第1のサービスセンタのアドレスにアラート信号を送る交換センタアラートプロセ
ッサとを備え、
前記第1のサービスセンタは、前記交換センタから前記アラート信号を受けると当該第1の
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サービスセンタから前記移動局にショートメッセージを送信するサービスセンタアラート
プロセッサを有し、
前記話中状態検出器は、前記無線接続がなされて前記第1のサービスセンタからショート
メッセージが送信されていることを検出し、前記第1のサービスセンタからのショートメ
ッセージ送信が完了すると、前記無線接続が前記移動局へショートメッセージを送信する
ためにもはや使用されていないことを前記交換センタアラートプロセッサに知らせ、
当該知らせに応答して、前記交換センタアラートプロセッサは、前記待機リスト記憶装置
に次に記憶された第2のサービスセンタのアドレスに第2のアラート信号を送り、
前記第2のサービスセンタは、前記交換センタから前記第2のアラート信号を受けると当該
第2のサービスセンタから前記移動局にショートメッセージを送信することを特徴とする
移動電話システム。
【請求項２】
前記交換センタアラートプロセッサは、前記無線接続が前記移動局との間でショートメッ
セージを送受信するためにもはや使用されていないことを前記話中状態検出器から知らさ
れる毎に、前記待機リスト記憶装置にアドレスが記憶されている前記複数のサービスセン
タの各々にアラート信号を順次送ることを特徴とする請求項1に記載の移動電話システム
。
【請求項３】
前記各サービスセンタ内の前記サービスセンタアラートプロセッサは、前記アラート信号
を受信すると前記ショートメッセージ及びその後の連続した一つの移動局への全てのショ
ートメッセージを同一の無線接続を用いて送信することを特徴とする請求項2に記載の移
動電話システム。
【請求項４】
更に、前記交換センタと前記複数のサービスセンタとの間に接続された網間接続交換セン
タを備え、前記網間接続交換センタは前記交換センタからのアラート信号をアドレス指定
された前記サービスセンタに送ることを特徴とする請求項2に記載の移動電話システム。
【請求項５】
前記ショートメッセージはショートテキストメッセージを含むことを特徴とする請求項1
に記載の移動電話システム。
【請求項６】
複数のメッセージサービスセンタから移動局へ送られるショートメッセージの送信を移動
交換センタにおいて制御する方法であって、前記複数のメッセージサービスセンタと通信
を行なう移動交換センタにより確立された無線接続を通して該ショートメッセージを前記
移動局へ送信する該方法において、
(a)前記移動交換センタにより、前記無線接続が前記移動局との間でショートメッセージ
を送受信している話中状態にあると判断するステップと、
(b)前記話中状態の間に前記移動局にショートメッセージを送信しようとしている前記複
数のメッセージサービスセンタの幾つかのアドレスの待機リストを蓄積し、該アドレスを
ショートメッセージを送信しようとしている前記複数のメッセージサービスセンタの幾つ
かの送信順に蓄積するステップと、
(c)前記無線接続がもはや話中状態にないことを検知するステップと、
(d)前記待機リスト上の第1のメッセージサービスセンタにアラート信号を送り、該アラー
ト信号に応答して該第1のメッセージサービスセンタよりショートメッセージを前記移動
局に送るステップと、
(e)前記待機リスト上の各アドレスに対して前記ステップ(a)から(d)までを繰り返すステ
ップとを備えることを特徴とする方法。
【請求項７】
前記ショートメッセージはショートテキストメッセージを含むことを特徴とする請求項6
に記載の方法。
【請求項８】
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前記複数のメッセージサービスセンタはそれぞれショートメッセージを同一の無線接続を
用いて順次前記移動局に送ることを特徴とする請求項6に記載の方法。
【請求項９】
移動局と複数のメッセージサービスセンタとの間でショートメッセージを送受信する方法
であって、前記複数のメッセージサービスセンタと通信を行なう移動交換センタにより確
立された無線接続を通して該ショートメッセージを前記移動局へ送信する該方法において
、
前記移動交換センタ内の話中状態検出器により、前記移動局との間でショートメッセージ
を送受信するために前記無線接続が話中状態にあるかどうかを判断するステップと、
前記移動局との間でショートメッセージを送受信すべく前記無線接続を使用していなけれ
ば、交換センタアラートプロセッサからアラートメッセージを、前記移動局へ送るべきシ
ョートメッセージを有するいずれかのメッセージサービスセンタに送るステップと、
前記移動局との間でショートメッセージを送受信すべく前記無線接続を使用している場合
には、前記無線接続が前記移動局との間でショートメッセージを送受信するために使用さ
れていることを前記話中状態検出器が示している間に前記移動局にショートメッセージを
送信しようとしている、前記複数のサービスセンタの幾つかのアドレスを前記移動交換セ
ンタ内の待機リスト記憶装置に記憶するステップであって、該アドレスをショートメッセ
ージを送信しようとしている前記複数のサービスセンタの幾つかの送信順に記憶するステ
ップと、
前記無線接続が前記移動局との間でショートメッセージを送受信するためにもはや使用さ
れていないことを前記話中状態検出器から前記交換センタアラートプロセッサに知らせる
ステップと、
前記話中状態検出器からの知らせに応答して、前記交換センタアラートプロセッサから前
記待機リスト記憶装置に記憶された第1のサービスセンタのアドレスにアラート信号を送
るステップと、
前記交換センタアラートプロセッサからの前記アラート信号を受信すると前記第1のサー
ビスセンタから前記移動局にショートメッセージを送るステップと、
前記第1のサービスセンタからの前記ショートメッセージの送信が完了し、前記第1のサー
ビスセンタから前記ショートメッセージを送るための前記無線接続がもはや使用されてい
ないことを前記話中状態検出器により検出するステップと、
前記無線接続が前記移動局に前記ショートメッセージを送信するためにもはや使用されて
いないことを前記話中状態検出器より前記交換センタアラートプロセッサに報告するステ
ップと、
前記交換センタアラートプロセッサより、前記待機リスト記憶装置に次に記憶された第2
のサービスセンタのアドレスに第2のアラート信号を送るステップと、
前記交換センタから前記第2のアラート信号を受けると当該第2のサービスセンタから前記
移動局にショートメッセージを送信するステップとを備えることを特徴とする方法。
【請求項１０】
更に、前記交換センタアラートプロセッサが、前記無線接続が前記移動局との間でショー
トメッセージを送受信するためにもはや使用されていないことを前記話中状態検出器から
知らされる毎に、前記待機リスト記憶装置にアドレスが記憶されている前記複数のサービ
スセンタの各々にアラート信号を順次送るステップを備えることを特徴とする請求項9に
記載の方法。
【請求項１１】
更に、前記複数のサービスセンタの各々からショートメッセージを同一の無線接続を用い
て順次送信するステップを備えることを特徴とする請求項10に記載の方法。
【請求項１２】
前記ショートメッセージはショートテキストメッセージを含むことを特徴とする請求項9
に記載の方法。
【請求項１３】



(4) JP 4059348 B2 2008.3.12

10

20

30

40

50

移動電話システムの交換センタにおける、複数のメッセージサービスセンタから移動局へ
送られるショートメッセージの送信を制御するシステムであって、ショートメッセージを
前記移動局へ送ろうとする前記複数のメッセージサービスセンタの各々は、前記交換セン
タからのアラート信号を受信したことに応答して該ショートメッセージを送信し、前記交
換センタは前記移動局と前記複数のサービスセンタと通信するようにされた前記システム
において、前記システムは、
前記移動局と無線接続を確立する手段と、
前記移動局との間でショートメッセージを送受信しており前記無線接続が話中状態である
ことを検出する話中状態検出器と、
前記無線接続が話中状態であることを前記話中状態検出器が示している間に前記移動局に
ショートメッセージを送信しようとしている、前記複数のサービスセンタの幾つかのアド
レスを記憶する待機リスト記憶装置であって、該アドレスはショートメッセージが前記複
数のサービスセンタの幾つかから受信される順に記憶される待機リスト記憶装置と、
前記無線接続がもはや話中状態でないことを前記話中状態検出器から知らされると、前記
待機リスト記憶装置に次に記憶された前記サービスセンタのアドレスにアラート信号を送
る交換センタアラートプロセッサとを備え、
前記無線接続が話中状態であるときは、前記待機リスト記憶装置は前記移動局にショート
メッセージを送信しようとしている前記複数のサービスセンタの幾つかのアドレスを記憶
し、前記無線接続が利用可能となると前記交換センタアラートプロセッサは前記待機リス
ト記憶装置に次に記憶された前記サービスセンタのアドレスにアラート信号を送ることを
特徴とするシステム。

【発明の詳細な説明】
背景
本発明は移動局との間でショートテキストメッセージを送るためのショートメッセージサ
ービス（ＳＭＳ）を利用する、移動通信用世界システム（ＧＳＭ）の移動電話システムに
関する。特に本発明は、話中状態が検出された後に、ショートメッセージ用のいくつかの
ショートメッセージサービスセンタがこの話中状態の同一移動局にメッセージを送ろうと
試みる場合に、移動局へのショートテキストメッセージのフローを制御することに関する
。また、本発明はパーソナル通信システム（ＰＣＳ）１９００のような他の規格にも関す
る。
移動局（ＭＳ）との間でショートテキストメッセージ（以下ＳＭと称す）を送るためのＳ
ＭＳは現在のところＧＳＭ移動電話システムで使用されている。ＳＭＳを実行するには少
なくとも１つの基本的な組のＧＳＭ公衆地上移動ネットワーク（ＰＬＭＮ）エンティティ
またはノードを使用しなければならない。エンティティの最小の組は移動サービス交換セ
ンタ（ＭＳＣ）と、ビジターロケーションレジスタ（ＶＬＲ）と、ホームロケーションレ
ジスタ（ＨＬＲ）と、ＳＭＳゲートウェイＭＳＣ（ＳＭＳ－ＧＭＳＣ）と、ＳＭＳインタ
ーワーキング（網間接続）ＭＳＣ（ＳＭＳ－ＩＷＭＳＣ）から成る。ＧＳＭ　ＰＬＭＮの
一部ではないが、ＳＭＳを実行するのに必要な別のネットワークエンティティとしては、
ショートメッセージサービスセンタ（以下ＳＣと称す）がある。
第１図は、従来から使用されているＧＳＭ　ＰＬＭＮエンティティの一例を示す。第１図
は、第１インターフェース２０によってＧＭＳＣ／ＩＷＭＳＣ３０に接続されたＳＭＳの
ためのＳＣ１０と、インターフェース４０によってＧＭＳＣ／ＩＷＭＳＣ３０に接続され
たＨＬＲ５０と、インターフェース６０によってＧＭＳＣ／ＩＷＭＳＣ３０に接続された
ＭＳＣ／ＶＬＲ７０と、インターフェース８０によってＭＳＣ／ＶＬＲ７０に接続された
ＭＳ９０を含む。このＳＣ１０はインターフェース２０、例えばＧＳＭ　テクニカルレポ
ートに記載されている公知の０３．４７プロトコルインターフェース（本明細書で参考例
として引用する）を通してＳＭを記憶し、これを送るノードとなっている。ＳＣ１０はＰ
ＬＭＮへのポートとして働き、多くの場合、第１図に示されたものと同じノードとなって
いるＧＭＳＣ／ＩＷＭＳＣ３０と通信する。ＧＭＳＣ／ＩＷＭＳＣ３０のＩＷＭＳＣ部分
は、ＭＳから送られたＳＭを送る。これらＳＭを送るためのサービスは移動発信ショート
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メッセージサービス（以下ＭＯ－ＳＭと称す）と称す。ＧＭＳＣ／ＩＷＭＳＣ３０のＧＭ
ＳＣ部分はＭＳへ送られたメッセージを受信する。これらＭＳを受信するためのサービス
は移動着信ショートメッセージサービス（以下ＭＴ－ＳＭと称す）と称される。ＨＬＲ５
０はＰＬＭＮへの加入権を有する加入者のための加入者データを記憶する。記憶される加
入者データとしてはロケーション情報、電話番号（ＭＳＩＳＤＮ）、無線番号付与計画識
別（radio numbering plan identification）（ＩＭＳＩ）、補助サービスプロフィル、
テレサービスプロフィルがあり得る。
ＭＳＣ／ＶＬＲ７０のＶＬＲ７０部分はＭＳがＰＬＭＮ内またはＰＬＭＮ間でローミング
する際のサービスエリアを管理する。換言すれば、特定の時刻にＭＳはＶＬＲの１つの指
定サービスエリア内にローミングする。このＶＬＲは加入者のＨＬＲのコピーと記述でき
る。例えばＨＬＲにロケーションの更新を送ることによりＭＳの現在ロケーションを登録
すると、ＨＬＲに記憶された加入者データはＶＬＲに転送される。ＶＬＲは所望するＭＳ
への発呼および信号のトランザクションを確立するのに必要なデータを含む。ＭＳＣ／Ｖ
ＬＲ７０のＭＳＣ部分はＶＬＲと網間接続することにより発呼およびトランザクション制
御を実行する。ＭＳＣは発呼すなわち信号接続を確立する際の交換機能およびハードウェ
ア制御に重要である。特にＭＳＣは当該発呼用加入者データが記憶されているＶＬＲと協
働する。ＭＳＣとＶＬＲとの間のインターフェースは周知であるので、説明上ＭＳＣおよ
びＶＬＲは統合ユニット（ノード）として示されている。ＧＭＳＣ／ＩＷＭＳＣ３０とＨ
ＬＲ５０とＭＳＣ／ＶＬＲ７０との間のインターフェース４０および６０は、ＧＳＭにお
けるローミングおよびハンドオーバーシグナリングに使用されるシグナリングプロトコル
である移動アプリケーション部（ＭＡＰ）によって実行される。ＭＳＣは図示されていな
い基地局コントローラ（ＢＳＣ）を介した無線ネットワークとのインターフェースも行う
。
第１図を参照してＭＴ－ＳＭのためのＳＭのフローについて説明する。ＳＣ１０からイン
ターフェース２０を通ってＧＭＳＣ／ＩＷＭＳＣ３０へＭＴ－ＳＭが送られる。このＭＴ
－ＳＭはＭＳ９０へ送られるＳＭを含み、このＳＭはＭＴ－ＳＭに含まれるＭＳＩＳＤＮ
番号によって識別される。ＧＭＳＣ／ＩＷＭＳＣ３０のＧＭＳＣ部は、ＭＳ９０がローミ
ングされるＭＳＣ／ＶＬＲ７０へＭＴ－ＳＭを送る前に情報をルーティングするために加
入者のＨＬＲ５０に問い合わせを行う。加入者のＭＳＩＳＤＮはＣＣＩＴＴシグナリング
システムＮｏ．７アドレス内に変換されるＨＬＲを探すのに使用される。これは、このＧ
ＳＭセルラー規格に使用される公知のＭＡＰプロトコルとなっている。ＨＬＲ５０の質問
に使用されるＭＡＰメッセージ（オペレーション）は「ＳＭのためのルーティング情報の
送信」と称される。ＧＭＳＣがルーティング情報を受信すると、ＭＴ－ＳＭは「送信ＳＭ
」ＭＡＰメッセージ（オペレーション）内で、ＭＳ９０がローミングしている場所に対応
するＭＳＣ／ＶＬＲ７０に、インターフェース６０を通して送られる。このＭＴ－ＳＭは
公知の無線インターフェースであるインターフェース８０を通してＭＳＣ／ＶＬＲ７０か
らＭＳ９０へ送られる。この送信は確認され、その確認信号は、「送信ＳＭ」ＭＡＰオペ
レーションおよびＳＣ１０と共にＧＭＳＣ／ＩＷＭＳＣ３０とインターフェースする「０
３．４７」プロトコルにマッピングされるＳＣ１０に戻される。
ＭＴ－ＳＭでは、いくつかのＳＭを送ることができるＧＳＭ仕様に従いＭＳごとに１つの
ＭＴ－ＳＭダイアログしか確立できない。これと対照的に、ＭＴ－ＳＭのためのＭＳと共
に同じダイアログでいくつかのＳＭのうちの１つを送ることができる。よって１つのＭＴ
－ＳＭダイアログを使用して同一のＭＳに多数のＳＭを送ることができるが、ＭＴ－ＳＭ
ダイアログのための固定された時間を設定したり予想したりすることはできない。
しかしながら公知のＧＳＭ移動電話システムでＳＭＳを使用する場合において、同じ時刻
に同一のＭＳ加入者に対していくつかのＳＣがＭＴ－ＳＭを送る場合、ある問題が起きる
。この場合、加入者がローミングしているＭＳＣ／ＶＬＲにまず到着するＭＴ－ＳＭを発
信したＳＣは、ＭＳとの確立されたＳＭ－ダイアログを有する。この結果、公知のシステ
ムにおける「話中」状態により他のＳＣから発信されたＭＴ－ＳＭをＭＳへ送ることはで
きない（電話の通話による話中状態と比較のこと）。
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第２図は、ＭＳ９０とのＭＴ－ＳＭダイアログを確立しようとする複数のＳＣの一般的構
造を示す。第２図はＳＭＣ１０1、１０2、....、１０nのための複数のＳＣを示しており
、これらＳＣはインターフェース２０1、２０2、...、２０nにより複数のＧＭＳＣ／ＩＷ
ＭＳＣ３０1、３０2、....、３０nにそれぞれ接続されている。ＭＳＣ／ＶＬＲ７０には
それぞれ複数のインターフェース６０1、６０2、....、６０nにより複数のＧＭＳＣ／Ｉ
ＷＭＳＣ３０1、３０2、....、３０nが接続されている。同一のＭＳ９０に対し２つ以上
のＳＣがＳＭを送ろうとするときの問題を説明するため、ＳＣ１　１０1およびＭＳ９０
がＭＴ－ＳＭダイアログを確立したと仮定する。次にＳＣ２　１０2がＭＳ９０とのＭＴ
－ＳＭダイアログを確立しようとする場合、ＭＳ加入者が話中であることを示す信号が「
システム故障」または「ＳＭＳ話中」のいずれかとしてＳＣ２　１０2へレポートされる
。ＧＳＭフェーズ１では、「システム故障」はＳＣ２　１０2に報告されるが、この信号
はＭＳ９０のステータスの報告信号としては多少不適当であるが、それにも拘わらず使用
される。ＧＳＭフェーズ２のエンハンスメントではこの状態の仕様が「ＳＭＳ話中」とし
てＳＣ２　１０2へ報告される。ＭＳ９０が話中状態にあると判断されると、ＳＣ２　１
０2～ＳＣｎ　１０nからのＳＭはＭＳ９０とＭＴ－ＳＭダイアログを確立できない。この
結果、ＳＭを送ろうと試みたＳＣの各々に対し輻湊状態が生じる。ＳＣ１　１０1とＭＳ
　９０との間のＭＴ－ＳＭダイアログが完了すると、無線接続が解除され、ＳＭを送ろう
と試みたＳＣの各々はＭＴ－ＳＭダイアログおよび無線接続を確立し直さなければならな
い。ＭＳ９０に別のＳＭを送るのに無線接続を解除することは効率的なやり方ではない。
このような輻湊状態に対する解決案のスタート点として、本出願人はＭＳ９０が既にＭＴ
－ＳＭダイアログを確立している間に到着するメッセージをバッファリングすることを検
討した。かかるバッファリングの機能を実現することはかなり複雑である。その理由は、
バッファ化するメッセージの数および時間の長さの双方を取り扱わなければならないから
である。更にＳＭを発信したＳＣ内でタイマーを作動させ、時間経過時にＭＴ－ＳＭの送
信をこのＳＣによって中止させることも必要となる。このようなタイマーはＭＳＣ／ＶＬ
Ｒでバッファ化するための時間と調和させる必要がある。更に複雑になる点として、仕様
内の値のレンジとしてタイマーを特定し、オペレータごとに異なるように選択し、設定す
ることが挙げられる。このような問題の結果として、本出願人はこのようなバッファ化に
よる解決案は上記輻湊状態を効率的に解決するものではないと判断した。
概要
よって本発明の課題は、同一の無線接続を維持することにより、１つのサービスセンタと
移動局との間のショートメッセージダイアログを確立しながら、他のサービスセンタから
受信されたメッセージを送る際に、無線リソースを有効に活用することにある。
本発明の別の課題は、他のメッセージのために同一の無線接続を使用し、メッセージを送
るように試みられた順に他のメッセージを送ることができるようにすることにより、他の
サービスセンタによって同一の移動局に他のメッセージが送られようと試みられる際に、
１つのサービスセンタと所望する移動局との間の話中状態を検出した後にメッセージ制御
することにある。
本発明の更に別の課題は、無線ネットワーク、交換センタおよびロケーションレジスタリ
ソースを良好に使用するショートメッセージサービスに対する話中状態の間にメッセージ
のためのフロー制御を行うことにある。
本発明の課題は、移動局との間でメッセージを送るための移動電話システムであって、移
動局へメッセージを送ったり、移動局からメッセージを受信したりするための複数のサー
ビスセンタと、メッセージダイアログを確立し、あるメッセージが前記複数のサービスセ
ンタの１つにより移動局のうちの１つに送られようとしている間に、前記複数のサービス
センタのうちの他のサービスセンタにより移動局のうちの１つに送られているメッセージ
に対するメッセージ話中状態を検出し、その１つの移動局へメッセージを送ろうとしてる
前記サービスセンタの各各のリストを逐次発生させるための交換センタとを含む移動電話
システムによって達成される。
本発明の課題は、移動局へメッセージを送ったり、移動局からメッセージを受信したりす



(7) JP 4059348 B2 2008.3.12

10

20

30

40

50

るための複数のサービスセンタと、サービスセンタの１つによりあるメッセージが送られ
ている間、メッセージを送ろうと試みているサービスセンタの各々に対し、話中状態の間
にメッセージを制御するための交換センタとを含む、移動局との間でメッセージを送るた
めの移動電話システムを提供することによっても達成される。
本発明の実施例によるシステム、ネットワークおよび方法は、１つのサービスセンタと所
望する移動局との間でメッセージダイアログが確立した後に、送ろうと試みられているメ
ッセージを制御するものである。このフロー制御方法は１つのサービスセンタと移動局と
の間のメッセージダイアログを確立しながら、他のサービスセンタによって送信が試みら
れているメッセージを送るために、同一の無線接続を維持することにより無線リソースを
効率的に活用するものである。
以下述べる詳細な説明から、本発明の適用性の別の範囲が明らかとなろう。しかしながら
、当業者にはこのような詳細な説明から本発明の要旨および範囲内の種々の変更および変
形が明らかとなるので、本発明の好ましい実施例を示した詳細な説明および特定の例は、
単に説明のために示したものであると解すべきである。
【図面の簡単な説明】
以下述べる詳細な説明および添付図面から、本発明をより完全に理解できよう。次の詳細
な説明および添付図面は単に説明のために示したものにすぎず、よって本発明を限定する
ものではない。
第１図は、ショートメッセージサービスを実行するのに必要なネットワークエンティティ
を示す。
第２図は、ショートメッセージサービスのための複数のサービスセンタが移動局とインタ
ーフェースされる場合のシステムを示す。
第３図は、本発明の一実施例における所望する移動局に対する移動着信ショートメッセー
ジを制御するためのフロー図を示す。
第４図は、本発明の一実施例におけるＭＳＣ／ＶＬＲユニットを示す。
第５図は、本発明の一実施例におけるＳＣユニットを示す。
詳細な説明
第２図と組み合わせて第３～５図を参照し、本発明の実施例について説明する。既に従来
システムで説明したように、第２図は複数のサービスセンタＳＣ１～ＳＣｎが１つの所望
する移動局へショートテキストメッセージを送ろうとしている場合のシステムを示す。本
実施例を説明するのに同じ図を使用するが、本システムの作動、特に本実施例におけるＭ
ＳＣ／ＶＬＲ７０の動作は公知のシステムとは異なっている。第３図に示された制御動作
において、このシステムの動作について更に説明する。第４図は本発明の一実施例で使用
されるＭＳＣ／ＶＬＲ７０の構造を示している。ＭＳＣ／ＶＬＲ７０はＳＭＳ話中状態検
出器７２と、待機リスト記憶装置７４と、ＳＣアラートプロセッサ７６とを含む。ＳＭＳ
－話中状態検出器７２はＳＣとＭＳとの間でＳＭダイアログが確立したことを検出する。
待機リスト記憶装置７４はＳＭダイアログ（ＳＭＳ話中状態）が確立している間にＳＭを
送ろうとしているＳＣのアドレスを登録する。ＳＣアラートプロセッサ７６はＳＭダイア
ログを確立したＳＣおよびＭＳに対しＳＭダイアログが完了したかどうかを判別し、待機
リスト内の次のＳＣにアラートするためのＳＣアラート信号を発生する。第５図は、ＳＣ

n　１０nにＳＣアラートプロセッサ１２nが含まれている本発明の一実施例で使用される
ＳＣを示す。ＳＣアラートプロセッサ１２nはＭＳＣ／ＶＬＲ７０から送られたＳＣアラ
ート信号を解読し、その後、ＳＭの送信を開始する。
第３図では、ステップＳ１０にてＳＣのうちの１つから所望するＭＳへＳＭが送られよう
と試みられる。説明上、ＳＣ１　１０1からＭＳ９０へ最初のＳＭが送られたと仮定する
。これはＭＴ－ＳＭであるので、ＳＭは公知の「０３．４７」プロトコルインターフェー
スに対応するインターフェース２０を通してＧＭＳＣ／ＩＷＭＳＣ１　３０1のＧＭＳＣ
部へ進む。
ステップＳ２０ではＭＳ９０が既にＳＣのうちの他のＳＣとＳＭダイアログを確立したか
どうか（ＳＭＳ話中状態が存在しているかどうか）を判断する。ステップＳ２０において
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ＭＳがＳＭダイアログを確立したと判断される（ＳＭＳ話中状態が存在する）と、ステッ
プ３０において、既に確立されたＳＭダイアログ中にＳＭダイアログを確立しようと試み
ているＳＣにＳＭＳ話中メッセージが送られる。ステップＳ４０ではＳＭを送ろうとして
いるＳＣのアドレスが既に待機リスト中に格納されているかどうかを判断するようにチェ
ックされる。ステップＳ４０において、待機リスト内にＳＣアドレスがないと判断される
と、ステップＳ２０に戻る前にステップＳ５０にて待機リスト内にＳＣのアドレスが登録
される。ＭＳＣ／ＶＬＲ７０に編集される待機リストは登録されたＳＣアドレスが待機リ
スト内の最初のＳＣアドレスとなり、登録された第２のＳＣアドレスが待機リスト内の第
２のＳＣアドレスとなるという原則に従うものである。ステップＳ４０にて待機リスト内
にＳＣが既に登録されていると判断されると、フローは待機リストにＳＣアドレスを再び
登録することなくステップＳ２０に戻る。
別のＳＭダイアログの確立が望まれる時はいつも、フローは次のＳＭに対しステップＳ２
０を再開する。別のＳＭが送られようとしていない限り、フローはステップＳ２０に進み
、ここで所望するＭＳがまだＳＭＳ話中であるかどうかが判断される。所望するＳＭがＳ
ＭＳ話中状態にある間、送信されようとしている別のＳＭがない時にはＳＭダイアログが
完了するまでステップＳ２０、Ｓ３０およびＳ４０の待機ループが繰り返される。実際に
システムは確立されたＳＭダイアログが完了するのを待ち、このＳＭダイアログが確立し
ている間、この所望するＭＳへＳＭを送ろうとしているＳＣアドレスの待機リストを登録
する。
無線接続を確立し、所望するＳＭへＳＭを送った後は、フローはステップＳ１００へ進み
、ここで待機リスト内にＳＣアドレスがあるかどうかが判断される。待機リスト内にＳＣ
アドレスがない場合、制御は終了する。しかしながら、待機リスト内に少なくとも１つの
別のＳＣアドレスがある場合、フローはステップＳ１１０へ進む。ステップＳ１１０では
待機リスト中の最初のＳＣのためのデータが得られる。次にステップＳ１２０にて待機リ
ストにある最初のＳＣアドレスへＳＣアラート信号が送られる。所望するＭＳがＳＭＳ話
中状態にないとステップＳ２０で判断されると、フローはステップＳ６０に進む。
ステップＳ７０において所望のＭＳとの無線条件が存在するかどうか判断される。無線接
続状態が存在しないと判断されればステップＳ８０において無線接続が確立され、その後
ステップＳ９０に進み、新しく確立された無線接続を通して所望するＭＳにＳＭが送られ
る。ステップＳ７０において無線接続が存在していると判断されれば、先のＳＭダイアロ
グに対して確立されていた無線接続は解除されず、同一の無線接続を通して所望するＭＳ
にＳＭが送られる。待機リスト内の最初のＳＣアドレスをアラートすることにより、この
ＳＣに対応するＳＭが所望するＭＳへＳＭを送るためのＳＭダイアログを確立しようとす
る。新しいコンテクスト内のＧＳＭ　ＭＡＰ（０９．０２）オペレーションを使ってアラ
ートが実行される。ＧＳＭ　ＭＡＰ（０９．０２）によって実行される公知のオペレーシ
ョンは本明細書で参考例として引用するＳＣアラートである。このＳＣアラートオペレー
ションは電源オフ状態または電波の届かない範囲にある等の理由から、通話できない状態
後に加入者を捉えることができた時にＳＣをアラートするのにＨＬＲによって通常使用さ
れるオペレーションである。しかしながら、本実施例ではこのＳＣアラートオペレーショ
ンはＨＬＲの代わりにＭＳＣ／ＶＬＲによって送られる。ＭＳＣ／ＶＬＲによって実行さ
れるこのような動作はＧＳＭによって特定されるものではないが、ＰＬＭＮ内のコンパー
チビリティ（適合性）の問題を満たすものではない。このＳＣアラートオペレーションは
ＳＣに対応するＧＭＳＣ／ＩＷＭＳＣのＩＷＭＳＣ部を介してＳＣアドレスによって表示
されるＳＣに送られるにすぎない。ＳＣによって受信されたＳＣアラート信号は「ＳＭＳ
話中状態」または「システム故障」により送ることができなかったＳＭを再送信するため
のトリガーとして使用される。
次に、ステップＳ１１０で得られたばかりのＳＣアドレスを待機リストから削除すること
によりステップＳ１３０により待機リストが更新され、よって待機リスト内の第２エント
リー（存在している場合）が待機リスト内の第１エントリーとなる。次にフロー制御はス
テップＳ２０に進み、ここでＭＳＳ話中状態があるかどうか判断される。ＳＭＳ話中状態
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が存在しておらず、ステップＳ２０からステップＳ６０に進むと、ＳＣアラート信号を受
信したＳＣからＳＭが送られる。
他のＳＣから受信された複数のＭＴ－ＳＭに対しては同一の無線接続が使用されるので、
このシステムおよびフロー制御方法は、本質的には無線ネットワークおよびＭＳＣ／ＶＬ
Ｒリソースを良好に活用できるようにするため、ＳＭＳ話中状態の間、所望するＭＳへ送
られるメッセージを制御するものである。この結果、次のＭＴ－ＭＳ転送のためのページ
ング、認証および暗号化を回避できる。上記実施例は他の規格、例えばＰＳＣ１９００に
も適用可能である。
以上のように本発明について説明したので、本発明は種々の方法で変形できることが明ら
かであろう。かかる変形例は本発明の精神および範囲から逸脱するものとみなされず、当
業者には明らかであるかかる変形例のすべては次の請求の範囲に含まれるものである。

【図１】 【図４】
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【図３】
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