
JP 2012-75166 A 2012.4.12

10

(57)【要約】
【課題】通信端末の動作特性を規定するプロファイルに
関わる処理を便利にする。
【解決手段】それぞれが一群のユーザー調整可能な動作
特性を含むいくつかのユーザー選択可能なプロファイル
を備えた通信端末において、プロファイルの動作特性を
処理する方法において、通信チャネルを介してリモート
端末から一群のユーザー調整可能な動作特性を含むメッ
セージを受信し、前記一群のユーザー調整可能な動作特
性を、前記通信端末内に、ユーザー選択可能なプロファ
イルとして保存する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれが一群のユーザー調整可能な動作特性を含むいくつかのユーザー選択可能なプ
ロファイルを備えた通信端末においてプロファイルの動作特性を処理する方法であって、
　通信チャネルを介してリモート端末から一群のユーザー調整可能な動作特性を含むメッ
セージを受信する段階と、
　前記一群のユーザー調整可能な動作特性を、前記通信端末内に、ユーザー選択可能なプ
ロファイルとして保存する段階と、
を有する、方法。
【請求項２】
　それぞれが一群のユーザー調整可能な動作特性を含むいくつかのユーザー選択可能なプ
ロファイルを備えた通信端末であって、
　メッセージを受信する手段と、
　前記メッセージのタイプを分析し、該メッセージにユーザー調整可能な動作特性が存在
する場合にそれらを検出する手段と、
　前記ユーザー調整可能な動作特性を前記通信端末内で利用可能な前記いくつかの選択可
能なプロファイルの中の１つとして保存する手段と、
を有する、通信端末。
【請求項３】
　前記メッセージは、前記のユーザーが選択したプロファイル内に保存するべく、呼出音
と、少なくとも１つのグラフィック画像と、を含む請求項２記載の通信端末。
【請求項４】
　前記通信端末は、前記ユーザーが該通信端末用に前記プロファイルを選択した場合に、
該通信端末のディスプレイ内に前記少なくとも１つのグラフィック画像を表示する手段を
備えている請求項２又は３記載の通信端末。
【請求項５】
　前記通信端末は、前記ユーザーが受信したプロファイルメッセージ内に含まれているア
イテムをチェックした後に前記プロファイルメッセージを破棄できるようにする手段を備
えている請求項３記載の通信端末。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのグラフィック画像は、複数の個別画像を含み、前記端末は、アニ
メーションを生成するべく前記複数の画像を連続して表示する手段を備えている請求項３
記載の通信端末。
【請求項７】
　前記ユーザーが前記通信端末用に前記プロファイルを選択した場合に、前記アニメーシ
ョンをスクリーンセーバーとして表示する手段を備えている請求項６記載の通信端末。
【請求項８】
　前記メッセージは、前記プロファイルの名前ラベルを更に含む請求項２記載の通信端末
。
【請求項９】
　第１の通信端末から第２の通信端末の動作特性を提供する方法であって、前記第２の通
信端末は、それぞれが一群のユーザー調整可能な動作特性を含むいくつかのユーザー選択
可能なプロファイルを備え、前記方法は、
　所定のメッセージフォーマットを備えたメッセージ内に、一群のユーザー調整可能な動
作特性であって前記第１の通信端末に格納される動作特性を選択して含める段階と、
　前記メッセージを通信チャネルを介して前記第２の通信端末に送信する段階と、を有す
る、方法。
【請求項１０】
　それぞれが一群のユーザー調整可能な動作特性を含むいくつかのユーザー選択可能なプ
ロファイルを備えた通信端末であって、
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　所定のメッセージフォーマットを備えたメッセージ内に一群のユーザー調整可能な動作
特性を選択して含める手段と、
　前記メッセージを通信チャネルを介して他の通信端末に送信する手段と、
を有すること特徴とする通信端末。
【請求項１１】
　前記メッセージは、前記のユーザーが選択したプロファイル内に保存するべく、呼出音
と、少なくとも１つのグラフィック画像と、を含む請求項１０記載の通信端末。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのグラフィック画像は、アニメーションが生成されるように連続し
て表示される複数の個別画像を含む、請求項１１記載の通信端末。
【請求項１３】
　前記メッセージは、前記プロファイルの名前ラベルを更に含む請求項１０記載の通信端
末。
【請求項１４】
　ユーザー調整可能な動作特性のいくつかのユーザー選択可能な群を備えた通信端末の動
作特性を処理する方法であって、
　通信チャネルを介してリモート端末から送信された一群のユーザー調整可能な動作特性
を含むメッセージを受信して解析する段階と、
　前記一群のユーザー調整可能な動作特性を、前記通信端末内の選択可能な群のいずれか
を選んで個別に保存する段階と、
を有する、方法。
【請求項１５】
　通信端末用の動作特性であって、ユーザー調整可能なオプションからなるいくつかのユ
ーザー選択可能なグループを含む動作特性を格納し、前記通信端末から離れて存在する端
末装置であって、
　前記格納した動作特性から、一群のユーザー調整可能な動作特性を含むメッセージを生
成するバンドル手段と、
　前記メッセージを通信チャネルを介して前記通信端末に転送する送信手段であって、前
記通信端末が、前記一群のユーザー調整可能な動作特性を前記通信端末内のそれぞれの選
択可能な群のいずれかを選んで個別に保存することができる前記送信手段と、
を有する端末装置。
【請求項１６】
　前記端末装置は、プロモーション用のコンテンツを提供するサーバーである請求項１５
記載の端末装置。
【請求項１７】
　前記端末装置は、イベント駆動型のコンテンツを提供するサーバーである請求項１５記
載の端末装置。
【請求項１８】
　前記メッセージは、呼出音と、少なくとも１つのグラフィック画像とを含む、請求項１
５記載の端末装置。
【請求項１９】
　前記メッセージは、連絡情報を規定するカード及び／又はイベントの日付を規定するカ
レンダーノートを含む請求項１８記載の端末装置。
【請求項２０】
　前記メッセージは、前記通信端末が処理するサーバー文書の場所を規定するブックマー
ク情報を含む請求項１９記載の端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信端末、例えば携帯電話のパーソナライズに関する。
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【発明の背景】
【０００２】
　過去数年の間に、セルラ端末の外見は重たいレンガ状の電子の箱から魅力的なデザイン
へと変貌をとげたが、ユーザーはカラフルで交換可能なカバーや特定の呼出音などによる
電話機の更なるパーソナライズを望んでいる。
【０００３】
　オペレータのロゴと呼出音のインターネットからのダウンロードは、１９９７年９月１
５日付けのスマートメッセージ規格、第１．０．０版に規定されたノキアスマートメッセ
ージプラットフォームにより、既に過去数年間にわたって実現している。
【０００４】
　又、米国特許第６，０９４，５８７号では、電話機間で転送可能なフォーマットで、例
えばショートメッセージで電話機の呼出音をプログラムする方法について説明している。
【０００５】
　一方、米国特許第５，４７９，４７６号では、携帯端末におけるプロファイルの使用に
ついて説明しており、これを利用すれば、ユーザーは、ほんの数回キーを押すだけで端末
の警報設定を変更し環境要件に適合させることができる。これは、工場や道路などの騒が
しい環境から会議室、劇場、或いはレストランなどの静かな環境に移動した場合にユーザ
ーにとって非常に便利な機能であり、これらのプロファイルに対するユーザーの評価は高
い。
【特許文献１】米国特許第６，０９４，５８７号明細書
【特許文献２】米国特許第５，４７９，４７６号明細書
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、それぞれが一群のユーザー調整可能な動作特性を含むい
くつかのユーザー選択可能なプロファイルを備えた通信端末においてプロファイルの動作
特性を処理する方法が提供される。この方法は、通信チャネルを介してリモート端末から
送信された一群のユーザー調整可能な動作特性を含むメッセージを受信する段階と、この
一群のユーザー調整可能な動作特性をプロファイルとして通信端末に保存する段階と、を
有しており、この結果、別のリモートプロファイルから通信ネットワークを介して（無線
によって）プロファイルを送信することにより、端末内で新しいプロファイルを規定する
ことが可能になる。
【０００７】
　送信するプロファイルメッセージには、ユーザーが選択したプロファイルに保存するべ
く、呼出音と、少なくとも１つのグラフィック画像と、を含むことが好ましい。又、プロ
ファイルメッセージには、カレンダーノート及び／又はブックマークを含むことも可能で
ある。リモート端末は、販売促進用のコンテンツ及び／又はイベント駆動型のコンテンツ
を提供するサーバーであってよい。好適な実施例によれば、ユーザーは、通信端末におい
て受信したプロファイルメッセージに含まれているアイテムをチェックした後に、当該プ
ロファイルメッセージを破棄することができる。好適な実施例によれば、プロファイルメ
ッセージの格納データには複数の個別画像が含まれており、これらの画像は、アニメーシ
ョンを生成するべく連続して表示される。更に、プロファイルメッセージには、そのプロ
ファイルの名前ラベルを含むことも可能である。
【０００８】
　本発明の第２の態様によれば、それぞれが一群のユーザー調整可能な動作特性を含むい
くつかのユーザー選択可能なプロファイルを備えた通信端末が提供される。この端末は、
メッセージを受信する手段と、そのメッセージのタイプを分析し、ユーザー調整可能な動
作特性がメッセージ内に存在する場合にそれらを検出する手段と、それらのユーザー調整
可能な動作特性を通信端末で利用可能ないくつかのユーザー選択可能なプロファイルの１
つとして保存する手段と、を有している。
【０００９】
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　本発明の第３の態様によれば、それぞれが一群のユーザー調整可能な動作特性を含むい
くつかのユーザー選択可能なプロファイルを備えた通信端末に対してプロファイル用の動
作特性を提供する方法が提供される。この方法は、所定のメッセージフォーマットを備え
たメッセージ内に一群のユーザー調整可能な動作特性を配置する段階と、このメッセージ
を通信チャネルを介して通信端末に送信する段階と、を有している。
【００１０】
　本発明の第４の態様によれば、それぞれが一群のユーザー調整可能な動作特性を含むい
くつかのユーザー選択可能なプロファイルを備えた通信端末が提供される。この端末は、
所定のメッセージフォーマットを備えたメッセージ内に一群のユーザー調整可能な動作特
性を配置する手段と、このメッセージを通信チャネルを介して通信端末に送信する手段と
、を有している。
【００１１】
　本発明の第５の態様によれば、ユーザー調整可能な動作特性のいくつかのユーザー選択
可能な群を備えた通信端末の動作特性を処理する方法が提供される。この方法は、通信チ
ャネルを介してリモート端末から送信された一群のユーザー調整可能な動作特性を含むメ
ッセージを受信する段階と、この一群のユーザー調整可能な動作特性を通信端末内のそれ
ぞれの選択可能な群に個別に保存する段階と、を有している。この本発明の第５の態様の
好適な実施例においては、メッセージは、対応するユーザー選択可能な群に保存するべく
、呼出音と、少なくとも１つのグラフィック画像と、を含むことができる。又、このメッ
セージには、対応するユーザー選択可能な群に保存するべく、カレンダーノート及び／又
はブックマークを含むことも可能である。
【００１２】
　本発明の第６の態様によれば、ユーザー調整可能な動作特性のいくつかのユーザー選択
可能な群を備えた通信端末用の動作特性を有するリモート端末が提供される。このリモー
ト端末は、一群のユーザー調整可能な動作特性を含むメッセージを生成するバンドル手段
と、このメッセージを通信チャネルを介して通信端末に転送する送信手段と、を有してお
り、通信端末は、この一群のユーザー調整可能な動作特性を通信端末内のそれぞれの選択
可能な群に個別に保存することができる。
【実施例の説明】
【００１３】
　本発明の更なる理解と本発明の実施方法の理解を促進するべく添付の図面を参照するが
、これらの図面はあくまで一例として提示するものである。
【００１４】
　図１は、本発明による電話機の好適な実施例を示しており、総体として参照符号１で示
されたこの電話機は、キーパッド２と、ディスプレイ３と、オン／オフボタン４（この電
話機の最上部に位置しており、このため、この図では見えない）、スピーカ５、及びマイ
ク６（この電話機の底部に位置する開口部であり、このため、この図面では見えない）か
らなるユーザーインターフェイスを有している。この好適な実施例による電話機１は、GS
M９００／１８００MHzネットワークなどのセルラネットワークを介した通信用に適合して
いる。
【００１５】
　この好適な実施例によれば、キーパッド２は、英数字キーとしての第１のキー群７、ソ
フトキー８、カーソルナビゲーションキー１０（上下のスクロール）、並びに、ディスプ
レイ３内のテキスト文字の消去、メニュー構造内でのステップ間の移動、及び通話の拒絶
を実行する「クリア」キー９を備えている。ソフトキー８の現在の機能は、ソフトキー８
の真上に位置するディスプレイ３内の個別フィールド（ソフトキーラベル）に表示される
。このソフトキー８は多機能キーであり、その現在の機能は、電話機１の状態に応じて異
なるが、メニュー、電話帳、及び通話処理に対するアクセスを提供するキーである。
【００１６】
　図２は、この電話機の好適な実施例における最も重要な構成要素を概略的に示しており
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、これらの構成要素は本発明を理解するために不可欠である。まず、プロセッサ１８は、
送受信機回路１９と内部アンテナ２０を介したネットワークとの通信を制御するものであ
る。
【００１７】
　マイク６はユーザーの音声をアナログ信号に変換し、生成されたこのアナログ信号は、
A／Dコンバータ（図示されていない）によってA／D変換された後に、デジタル信号処理ユ
ニット（DSP）１４において音声の符号化が行われる。そして、符号化されたこの音声信
号がプロセッサ１８に転送されるが、このプロセッサは、GSM端末ソフトウェアをサポー
トしている。又、このプロセッサ１８は、RAMメモリ１７a及びフラッシュROMメモリ１７b
、SIMカード１６、ディスプレイ３、及びキーパッド２（並びにデータや電源など）を含
む本装置の周辺ユニットに対するインターフェイスをも形成している。そして、デジタル
信号処理ユニット１４は、信号を復号化して音声に戻し、これがプロセッサ１８からD／A
コンバータ（図示していない）を介してイヤホーンに送られる。
【００１８】
　この移動局の主要制御回路には、プロセッサ１８（いくつかのマイクロコントローラで
実現可能）と本発明によるショートメッセージとしてのプロファイルの送信を制御するブ
ロック３０～３３が含まれている。これらのブロック３０～３３は、端末のデータ処理ユ
ニットとして見なすことも可能であり、プロセッサ１８をプログラムすることにより、こ
れらのすべてを形成することができる。
【００１９】
　以下、呼出音、グラフィック、及びプロファイル名を含むプロファイルの送信に焦点を
当ててこの端末の動作を説明することにする。まず、ユーザーインターフェイス（キーパ
ッド２及びディスプレイ３）を利用し、所望のプロファイルをメモリから取り出す。そし
て、ユーザーがプロファイルの送信コマンドを入力すると、プロセッサ１８によって標準
的なメッセージヘッダを含むメッセージが作成されるが、このメッセージのデータ行の内
容は、行頭に位置する識別子を形成する一連の文字と、それに続く、プロファイル要素を
含むプロファイルを表す一連のビットから構成されている。
【００２０】
　プロセッサ１８はソフトウェアで実現された文字変換機能を有しており、これを利用し
、プロセッサ１８は文字の処理を実行する。そして、形成された文字列がプロセッサ１８
からSMS送信コントローラ３１に転送され、このコントローラによってメッセージアドレ
ス情報、即ち、ユーザー入力情報に基づいた宛先に関する情報を含むメッセージヘッダが
追加される。プロファイルとその各個別要素の文字変換は、プロセッサ１８が実行するア
プリケーションプログラムとして実現することが好ましい。
【００２１】
　アドレス情報がSMS送信コントローラ３１において追加された後に、メッセージは送信
ボックス３２に転送され、このボックスから送信されることになるが、この送信ボックス
３２は、送信に成功したことが報告されるまでメッセージを保存しておくバッファに対し
てアクセス可能であり、送信に失敗した場合には、当該メッセージの再送を実行する。送
受信機回路１９がネットワークと接続可能であり、且つアイドル状態にあれば、メッセー
ジがコントローラ１８によってSMS送信ドライバ回路３３に転送され、この際に、コント
ローラ１８により、有効性情報（メッセージの送信方向、即ち、移動局からメッセージサ
ービスセンタに向かうのか、或いはこの逆なのかを示すもの）などの該当する移動体通信
システムに関連するヘッダがメッセージ情報に追加され、アドレス情報が当該移動体通信
システムが必要とする形式に処理されると共に、メッセージにメッセージサービスセンタ
のアドレス及びショートメッセージ識別子が追加され、送信すべき情報、例えば送信機１
９用のデジタル信号が形成される。
【００２２】
　プロセッサ１８、SMS送信制御ユニット３１、SMS送信ボックス３２、及びSMS送信ドラ
イバ３３により提供される動作は、インターネットを介してショートメッセージサービス
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センタに接続されたパーソナルコンピュータ５７（図５を参照）上で稼動するアプリケー
ションとしても提供可能である。
【００２３】
　通信端末１がショートメッセージに含まれたプロファイルを受信する場合には、送受信
機ユニット１９が当該メッセージを受信し、メッセージを保存するメモリを含むデータ処
理ユニットの宛先ボックス即ち、受信ボックス３０に渡す。受信メッセージは、SIMカー
ド内のメモリに保存することも可能である。まず、メッセージのタイプを検出し、受信メ
ッセージが通常のショートメッセージの場合には、プロセッサ１８は、ショートメッセー
ジを受信したことをディスプレイ３で通知する。
【００２４】
　プロファイルが含まれていることを示す識別子をメッセージが備えている場合には、プ
ロセッサ１８は、プロファイルの個別要素を識別する要素を更に検索する。そして、各要
素の識別が完了すると、プロセッサ１８は受信データの処理を開始する。プロファイル名
については、プロセッサ１８は、２進文字をASCII文字に変換し、このテキストラベルを
プロファイル名として識別する。呼出音要素については、プロセッサ１８は、２進文字を
ASCII文字に変換した後に、更にこのASCII文字を呼出音に変換する。そして、グラフィッ
ク要素については、プロセッサ１８は、２進文字を要素識別子で与えられている寸法のビ
ットマップファイルに変換するが、それがアニメーションの場合には、各画像ごとにこの
変換作業を繰り返す。これらのすべての個別要素は、一時メモリに保存される。
【００２５】
　まず第一に、ユーザーは、そのプロファイルを受け入れるのか或いは拒否するのか、即
ち、そのプロファイルを永久的なメモリに保存するかどうかに関する判断を求められる。
ユーザーがそのプロファイルを受け入れた場合には、プロセッサ１８は、その端末におい
て当該プロファイルをユーザーが利用できるようにする。
【００２６】
　プロファイルの概念については、本出願人に対して付与された米国特許第５，４７９，
４７６号に詳細に説明されている。この発明の好適な実施例によれば、所望の設定群、即
ち、「プロファイル」を選択することにより、電話の呼出音とプロファイルのグラフィッ
クが所望の方法で機能するよう、設定することができる。この結果、様々なイベントや環
境に対して電話機を簡単に調整できるようになる。
【００２７】
　図３を参照すれば、所望のプロファイルを選択するための電話機のショートカット機能
が示されている。一連の表示内容における第１のディスプレイとして、本発明による電話
機の好適な実施例のアイドル状態表示（アイドル状態は、ユーザー又はネットワークから
の入力を待っている電話機の初期状態である）が示されている。ディスプレイ３には、オ
ペレータのロゴ２１とソフトキーラベル２２が含まれている。「オン／オフ」キー４を短
く押すと、ディスプレイ３に、選択可能なプロファイルが選択可能アイテム２３のエンド
レスリストとして電話機の「電源オフ」オプションと共に一覧表示される。所望のプロフ
ァイルの選択は、選択可能アイテム２３の中でカーソル２４を移動させることによって行
うが、本発明の好適な実施例によれば、これらのアイテムには、「電源オフ」、「パーソ
ナル」、「サイレント」、「音量小」、「音量大」、及び、場合によれば、ユーザーが作
成／保存した更に１つ又は複数のプロファイルが含まれており、所望のプロファイルが強
調表示されている時に、ソフトキーラベル２２が「OK」のソフトキー８を押して、当該ア
イテム、例えば「パーソナル」を選択すると、第３のディスプレイに示されている情報メ
モにより、選択したプロファイル「パーソナル音を使用中です。」に関してユーザーへの
通知が行われる。この表示は、数秒後に図３の第１のディスプレイに示されているアイド
ル状態表示に自動的に戻る。プロファイルの中には、この表示に、例えば、「サイレント
」又は「音量小」プロファイルが選択状態にあることを示す小さなアイコンが含まれるも
のも存在する。現在選択の対象になっているディスプレイ内のアイテムに対して強調表示
という用語が使用されているが、アイテム上に反転ビデオバー（コントラスト反転）を配
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置して選択状態を示すことも可能である。アイテムが強調表示されている場合には、ユー
ザーのすべての操作は、そのアイテムに向けられることになる。
【００２８】
　しかし、編集や選択などのプロファイルのフルメニューにアクセスするには、アイドル
状態の「メニュー」（図４の第１のディスプレイ）を選択した後にソフトキー８を押して
電話機のメニュー構造に入らなければならない。このメニュー内では、ユーザーは、カー
ソルナビゲーションキー１０を使用して選択可能アイテム２３のリストをスクロールし－
本発明の好適な実施例によれば、これらのアイテムには、「電話帳」、「メッセージ」、
「通話の登録」、「設定」、「通話の転送」、「ゲーム」、「計算機」、「時計」、「プ
ロファイル」が含まれている－図４の第２のディスプレイに示されている「プロファイル
」メニューにスクロールするための「プロファイル」が含まれており、ソフトキーラベル
２２が「選択」になっているソフトキー８を押すことにより、強調表示されているアイテ
ムを選択する。
【００２９】
　ユーザーが「プロファイル」を選択すると、選択可能アイテムのリストが表示される。
このリストは、図４の第３のディスプレイに示されているように、「パーソナル」、「サ
イレント」、「音量小」、「音量大」、「プロファイル名＃１」、「プロファイル名＃２
」を含み、最後の２つのアイテムは、ユーザーが規定したか或いはその他のユーザーから
受信した１つ又は複数のありうる追加プロファイルであり、一方、最初の４つのアイテム
は工場で設定されたプロファイルである。但し、これらのプロファイルのいくつか或いは
すべてを編集することも可能である。ユーザーは、これらの利用可能なプロファイルの中
でカーソルを移動させ、所望のものを選択することができる。空のプロファイルは表示さ
れない。
【００３０】
　本発明の好適な実施例によれば、「プロファイル」メニューからプロファイルの動作特
性を変更することができる。基本的に利用可能なプロファイルは次のとおりである。
【００３１】
・　パーソナル：これはデフォルト設定である。
・　サイレント：電話機の音をすべて消音する。消音されている場合には、スタンバイモ
ードで消音アイコンが表示される。
・　音量小：電話機の音を静かなものに設定する。
・　音量大：電話機の音を大きなものに設定する。
・　空き＃１及び空き＃２プロファイルは、当該電話機において規定するか、或いはプロ
ファイルとして保存するべくリモート端末から電話機に送信される。この２つのプロファ
イルは、空の場合には選択可能なプロファイルとしてメニューに表示されないことが好ま
しい。しかし、プロファイルが規定されている場合には、そのプロファイル名がプロファ
イルリスト内に選択可能アイテムとして表示される。
【００３２】
　ユーザーは、所望のプロファイルが強調表示されている際に、ソフトキーラベル２３が
「オプション」になっているソフトキー８を押すことにより、当該プロファイルを選択す
る。プロファイルの中の１つ、例えば「パーソナル」をユーザーが選択すると、選択可能
アイテムのリストが表示される。図４の第４のディスプレイに示されているように、この
リストには、「使用」、「パーソナライズ」、及び「送信」が含まれている。プロファイ
ルを編集するには、ユーザーは、カーソル２４で「パーソナライズ」を強調表示すると共
に、ソフトキーラベル２２「OK」になっているソフトキー８を押さなければならない。こ
の結果、選択可能アイテムのリストが表示されるが、図４の第５のディスプレイに示され
ているように、このリストには、調整可能な設定内容として「呼出音」、「呼出音の音量
」、「着信通話警報」、「メッセージ警報音」、「キーパッド音」、「警告及びゲーム音
」、「バイブレーション警報」、及び「プロファイルのグラフィック」が含まれている。
【００３３】
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　メニューアイテムの「呼出音」では、音声通話用の呼出音を設定する。ユーザーは、所
望の呼出音にスクロールし、ソフトキーラベル２２が「OK」のソフトキー８を押すことに
より、強調表示されている呼出音を選択することができる。他の人間から受信した、或い
はユーザー自身が作曲した呼出音は、工場で事前に保存されている呼出音を格納する呼出
音リストの末尾に表示される。
【００３４】
　メニューアイテムの「呼出音の音量」では、呼出音の音量レベルを設定する。ユーザー
は、所望のレベルにスクロールし、ソフトキーラベル２２が「OK」のソフトキー８を押す
ことにより、強調表示さているレベルを選択することができる。
【００３５】
　メニューアイテムの「着信通話警報」では、ユーザーに対して着信音声通話について通
知する方法を規定する。選択可能なオプションは、「呼出音を鳴らす」、「呼出音を徐々
に大きくする」、「一回だけ呼出音を鳴らす」、「一回だけビープ音を鳴らす」、及び「
消音」である。「消音」が選択されている場合には、電話機の音すべてが消音され、消音
アイコンが表示される。ユーザーは、所望のオプションにスクロールし、ソフトキーラベ
ル２２が「OK」のソフトキー８を押すことにより、強調表示されているオプションを選択
することができる。
【００３６】
　メニューアイテムの「メッセージ警報音」では、メッセージ警報音の音量レベルを設定
する。ユーザーは、所望のレベルにスクロールし、ソフトキーラベル２２が「OK」のソフ
トキー８を押すことにより、強調表示されているレベルを選択することができる。
【００３７】
　メニューアイテムの「キーパッド音」では、キーパッド音の音量レベルを設定する。ユ
ーザーは、所望のレベルにスクロールし、ソフトキーラベル２２が「OK」のソフトキー８
を押すことにより、強調表示されているレベルを選択することができる。
【００３８】
　メニューアイテムの「警告及びゲーム音」では、例えば、バッテリの電力が消耗した場
合に、警告音を鳴らすように電話機を設定する。この設定は、ネットワークサービス関連
の音に対しては影響を与えない。
【００３９】
　メニューアイテムの「バイブレーション警報」では、音声通話又はテキストメッセージ
を受信した場合に振動するように電話機を設定する。この設定では、振動した後に呼出音
を鳴らすように電話機を設定することも可能である。バイブレーション警報は、電話機が
充電器又はデスクトップスタンドにセットされている場合には無効になる。
【００４０】
　メニューアイテムの「プロファイルのグラフィック」では、選択した時間（「タイムア
ウト」と呼ぶ）の経過後に、アイドル状態で表示される画像を設定する。ユーザーは、一
組の事前に保存されたアニメーションとリモート端末から受信したアニメーションから選
択することができる。アニメーションとは、ディスプレイで繰り返しリフレッシュされる
一連の画像のことであり、この種のアニメーションの動作方法については、本出願人名義
の米国特許５，８７０，６８３号に詳細に説明されている。
【００４１】
　このプロファイルのグラフィックのメニューにおいては、ユーザーは、第１サブメニュ
ーアイテムの「オフ、オン」で前に選択したプロファイルのグラフィックを短時間表示し
、第２サブメニューアイテム「タイムアウト」で「タイムアウト」時間を設定することが
可能であり、第３サブメニューアイテムの「プロファイルのグラフィック」で利用可能な
グラフィックの中から１つを選択することができる。この操作は、ユーザーが、ソフトキ
ーラベル２２が「OK」のソフトキー８を押して強調表示されているグラフィック又は入力
した入力データを選択するか、或いは「クリア」キー９を押して中断することによって終
了する。
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【００４２】
　メニューアイテムの「名前の変更」では、ユーザーは、プロファイルの名前を変更する
ことができる。この場合、ユーザーは、まず、プロファイルを選択する。そして、電話機
のテキストエディタを使用して所望のテキストを入力した後に、ソフトキーラベル２２が
「OK」のソフトキー８を押す。すると、入力したテキストが、選択したプロファイルの新
しい名前になる。
【００４３】
　図４の第６のディスプレイにおいて、ユーザーは、利用可能な呼出音のリスト全体をス
クロールし、所望のものを選択することができる。ユーザーが設定を希望するすべてのそ
の他の選択可能な設定項目についても、これと同様に実行する。この第６のディスプレイ
において、ソフトキーラベル２２が「OK」のソフトキー８を押して呼出音を選択すると、
電話機は、図４の第５のディスプレイに示されているさらに高いメニューレベルにジャン
プする。
【００４４】
　ユーザーが設定内容の変更を希望しない場合には、単に「クリアキー」９を押すことに
より、電話機がメニューで１つ上のレベルに移行する。ユーザーが「クリアキー」９を続
けて押すと、押すたびにメニューで１つ上のレベルに移行し、最終的に図４の第１のディ
スプレイのアイドル状態に到達する。この代わりに、「クリアキー」９を長く（０．８秒
よりも長く）押し続けても、アイドル状態に移行することができる。
【００４５】
　無線ネットワーク接続を介して移動体通信端末（例えばセルラ電話）に転送されたプロ
ファイルを無線（Over-The-Air）プロファイル又はOTAプロファイルと呼ぶことにする。
このOTAプロファイルは、個人の好みに従って電話機をパーソナライズする新しい方法で
ある。通常のプロファイル（電話機に事前に保存されているもの）と同様に、これらのプ
ロファイルも、様々な使用状況に対して電話機を調整するのに使用される。
【００４６】
　電話機は、プロファイル名、呼出音、及びプロファイルグラフィックを含むプロファイ
ル設定の一部をスマートメッセージとして受信することが可能であり、この設定の組み合
わせをOTAプロファイルと呼ぶ。本発明の好適な実施例によれば、受信したプロファイル
設定は、２つの置換可能なプロファイル（事前設定OTAプロファイル）に保存することが
できる。プロファイル、その呼出音、及びそのプロファイルのグラフィックは、すべて同
じ名前、例えば「カフェ」を有しており、このプロファイル名「カフェ」が前述の空き＃
１という名前に置き換わり、選択可能プロファイルを表示するメニューに現われることに
なる。
【００４７】
　本発明の第１の態様によれば、携帯端末、例えばセルラ電話においてプロファイルの動
作特性を処理する方法が提供される。この場合、電話機は、それぞれが一群のユーザー調
整可能な動作特性を含むいくつかのユーザー選択可能なプロファイルを備えている。更に
、この電話機は、一群のユーザー調整可能な動作特性を含むメッセージ、例えば、SMSな
どのメッセージとして送信されたメッセージをリモート端末から、受信することができる
。このメッセージを受信すると、電話機は、そのメッセージを分析して個別のユーザー調
整可能な動作特性を識別し、その一群のユーザー調整可能な動作特性をプロファイルとし
て保存する。
【００４８】
　プロファイルで使用するグラフィックは、アイドル状態のディスプレイの中央部にフィ
ットするサイズの単純なビットマップ画像であってよい。このようなビットマップ画像の
各ピクセルに必要なのは、最も単純な形式においては１ビットのみである（白／黒）。こ
のグラフィックを有効にしておくと、ユーザー調整可能なタイムアウトの後に、電話機を
アイドル状態にしておく限り、常にこのビットマップ画像がディスプレイに表示される。
４０×２５ビットの画像に必要とされるのは、わずかに１２５バイトである。



(11) JP 2012-75166 A 2012.4.12

10

20

30

40

50

【００４９】
　しかしながら、更に複雑なグラフィックが望ましい場合が存在する。これは、例えば、
一連の単純なビットマップ画像（３～５枚の画像）として提供することが可能であり、こ
れらの個別画像は、ユーザーが設定したリフレッシュ間隔で連続して表示される。有利な
ことに、これらのアニメーションは数秒程度しか続かず、アニメーションが終了すると、
画像の中の１つがそのまましばらく、例えば３０分表示された後に再度アニメーションが
繰り返される。但し、その他のイベント、例えば端末の動きの変化を検出するセンサーか
らの入力によってアニメーションをトリガすることも可能である。
【００５０】
　図５は、例えば、GSM規格に従ってショートメッセージを送信する移動体通信システム
と接続の構成を概略的に示している。移動局、即ち、セルラ電話機１は、基地局５０（BT
S）に無線通信によって接続されている。そして、基地局５０は、Abisインターフェイス
５１を介して基地局コントローラ（BSC）５２に接続されており、このコントローラはい
くつかの基地局５０を制御並びに管理している。
【００５１】
　いくつかの基地局５０と１つの基地局コントローラ５２によって形成されるエンティテ
ィを基地局システム（BSS）５３と呼ぶ。基地局コントローラ５２は、無線通信チャネル
とハンドオーバーを管理する。さらに、基地局コントローラ５２は、所謂Aインターフェ
イスを介して移動通信交換局（MSC）５４にも接続されている。この移動通信交換局５４
は、移動局への／からの接続形成を調整するものであり、基地局システム５３を移動体通
信ネットワーク外の世界、例えば移動体通信ネットワークのSMS機能を管理するショート
メッセージサービスセンタ（SM-SC）５５に接続している。
【００５２】
　電話機１を利用してショートメッセージ（SMS）を送信したい場合、ユーザーは、送信
するメッセージを作成するか或いはメモリから取り出し、そのメッセージの受信者の電話
番号、即ち、メッセージを送信する宛先である受信側電話機５６の識別子を与える。そし
て、ショートメッセージを送信すると、そのメッセージは電話機１から基地局５０に向か
い、そこから基地局コントローラ５２と移動通信交換局５４を介してショートメッセージ
サービスセンタ５５に到達する。そして、ショートメッセージは、このショートメッセー
ジサービスセンタ５５に保存されると共に、そこから受信側移動局５６に送信されるが、
その際のメッセージのルートは、方向は反対となるが、送信の場合と同様である。ショー
トメッセージサービスセンタ５５には、このショートメッセージを移動局５６が受信した
かどうかが通知され、受信していない場合には、当該ショートメッセージが再送される。
【００５３】
　これ以外にも、ショートメッセージは、パーソナルコンピュータ（PC）５７から、例え
ばインターネット５８を経由していくつかのオペレータのホームページで提供されている
特殊なインターネットアプリケーションで送信することができる。この場合、移動通信交
換局５４は、ゲートウェイサーバー５９（GTW）と接続状態にあり、このゲートウェイサ
ーバーがインターネット５８と接続されている。ユーザーは、この特殊なインターネット
メッセージアプリケーションを含むWWWページにおいて、受信側の電話機５６の電話番号
と送信するメッセージを入力することにより、当該メッセージをパーソナルコンピュータ
（PC）５７から送信することができる。この場合、メッセージは、インターネット５８と
ゲートウェイサーバー５９を介して移動通信交換局５４に向かい、更にショートメッセー
ジサービスセンタ５５を経た後に移動体通信ネットワークを介して受信側の電話機５６に
到達する。
【００５４】
　現在、GSMシステムのショートメッセージサービス（SMS）を利用すると、１４０バイト
に相当する、７ビットのASCII文字で最大１６０文字の単一メッセージを送信することが
できる。しかし、複数の個別メッセージを連結メッセージとして連結することにより、更
に多くのデータを取得することが可能である。
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　（プロファイル送信の構文）
プロファイル送信メッセージの構文は、<line-feed>という区切り表現に基づいており、
次のようなフォーマットで記述する。
【００５６】

【００５７】
　本発明の好適な実施例によれば、補助情報フィールド（<ringing-tone-field>から<gra
phic-field>まで）は、いずれも省略可能であるが、構文の規則により、フィールド区切
り文字（<line-feed>）を省略することはできない。
【００５８】
（呼出音のフォーマット）
　呼出音のフォーマットは、電話機からは独立しており、オーディオ関連の情報のみを記
述する。端末にメロディを保存することを目的としており、それらを使用して特殊な呼出
音を有するメッセージ通知を実現することができる。
【００５９】
<Ringing-Tone-programming-language>：：＝<command>＋
<command>：：＝
<command-length><command-part>＋｜
<command-end>
<command-length>：：＝'binary[00000001 .. 11111111]；これは、コマンド内に存在す
るコマンド要素の数を示している。必要に応じて、<command-part>が常にバイトを構成す
るよう、充填ビットを追加する。'
<command-end>：：＝'binary[00000000]；これは、呼出音プログラミング言語の終わりを
示している。'
<command-part>：：＝
<ringing-tone-programming>｜
<UNICODE>｜
<cancel-command><cancel-command-specifier>｜
<sound><sound-command-specifier>
【００６０】
　呼出音のプログラミングにおいては、コマンド要素の順序を、<ringing-tone-programm
ing>，［<UNICODE>，］<sound>とする必要がある。
【００６１】
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<text-length>：：＝'binary[0000 .. 1111]は、以下のテキストに使用されている文字数
を示している。例えば、ユニコード（unicode）の場合には、これは、１６ビットユニコ
ードの文字数である。'
<temporary-song>：：＝<song-sequence-length><song-sequence>
<song-sequence-length>：：＝'binary［００００００００ ．． １１１１１１１１］；
この後の曲パターンの数を示している。'
<song-sequence>：：＝<song-pattern>＋
<song-pattern>：：＝
<pattern-header>｜
<pattern-header><pattern-instruction>＋
<pattern-header>：：＝<pattern-header-id><pattern-id><loop-value><pattern-specif
ier>
<loop-value>：：＝'binary[0000 .. 1111]；パターンを繰り返す必要のある回数を示し
ている。値０は、繰り返さないことを意味し、２進数の値１１１１は、無限を意味する。
'
<pattern-specifier>：：＝<already-defined-pattern>｜<length-of-the-new-pattern>
<already-defined-pattern>：：＝'binary[00000000]；これは、既に規定されたパターン
を再度使用することを示している。'
<length-of-the-new-pattern>：：'binary[00000001 .. 11111111]；この曲パターンに存
在するパターン命令数を示している。値０は許されていない。'
<pattern-instruction>：：＝
<note-instruction>｜<scale-instruction>｜<style-instruction>｜
<tempo-instruction>｜<volume-insturction>
【００６２】
（グラフィック画像とアニメーション）
　OTAビットマップフォーマットにより、グラフィック情報を様々な電話機に送信するこ
とが可能であり、電話機の実装に応じて、ユーザーはグラフィックオブジェクトを作成し
、それらをその他の電話機に送信することができる。OTAビットマップフォーマットは、
電話機から独立ており、グラフィック情報のみを記述する。
【００６３】
　本発明による好適な実施例によれば、OTAビットマップの構文によって以下のデータを
与えている。
【００６４】
<OTA-bitmap>：：＝<Header><Image-data>
<Header>：：＝<InfoField>[<ExtField>]*<Width><Height><Depth>
<InfoField>：：＝'スマートメッセージ規格に規定されているオクテット'
<ExtField>：：＝'スマートメッセージ規格に規定されているオクテット'
<Width>：＝'ピクセルで表したビットマップの水平の幅'
<Height>：＝'ピクセルで表したビットマップの垂直の高さ'
<Depth>：：＝'色又はグレーシエイドの番号'
<Image-data>：：＝<Main-image>[<Animated-image>]*；'０から１５枚までのアニメーシ
ョン画像が許容されている。'
<Main-image>：：＝'以下に記述の画像データ構造に従って形成されたビットマップ'
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<Animated-image>：：＝'以下に記述の画像データ構造に従って形成されたビットマップ'
【００６５】
　ビットマップがディスプレイよりも大きい場合には、ディスプレイの左上隅から始まり
右下隅にかけて表示されるよう、ビットマップがトリミングされる。平面内でのピクセル
の読み取りは、行単位で行われ、行は、最上端から最下端に向かって読み取られ、行内の
ピクセルは、左から右に向かって読み取られる。
【００６６】
　本発明によれば、通信端末用の動作特性を有するリモート端末を利用し、バンドルした
コンテンツを有するメッセージを送信することも可能である。この通信端末は電話機１及
び５６であってよく、ユーザー調整可能な動作特性のいくつかのユーザー選択可能な群を
有している。リモート端末はPC５７又はインターネット５８であってよく、一群のユーザ
ー調整可能な動作特性、例えば呼出音とグラフィック画像を含むメッセージを生成するバ
ンドル手段を有している。更に、このリモート端末はさらに、SMSやその他の種類の通信
チャネルを使用するなど、通信チャネルを介して通信端末にメッセージを転送する送信手
段を有している。即ち、リモート端末から通信チャネルを介してコンテンツを送信するが
、このいずれもPC５７又はインターネット５８によって実行可能である。そして、メッセ
ージを受信すると、通信端末は、その一群のユーザー調整可能な動作特性を通信端末内の
それぞれの選択可能な群に個別に保存することができる。従って、プロファイルフォーマ
ットでメッセージを送信する代りに、コンテンツを電話機１のユーザー選択可能な群の内
部で個別に処理することが可能であり、ユーザーが電話機をパーソナライズする自由度が
更に拡大することになる。
【００６７】
　さらに、対応するユーザー選択可能な群に保存するべく、サーバー文書の場所を規定す
るブックマーク情報及び／又はイベントの日付を規定するカレンダーノートを含むことも
可能である。ブラウザ、例えば無線アプリケーションプロトコルに基づいたWAPブラウザ
を使用すれば、保存されているリンクのリストにWAPページに対するリンクを有するブッ
クマークを追加することができる。ユーザーが特定のWAPサイト、即ち、ホームページを
訪問し、後でそのサイトに素早く戻りたい場合には、そのサイトのブックマークを作成す
ればよいのである。この場合には、その他のコンテンツと共にメッセージ内にブックマー
クを含むことが可能である。WAPは、セルラ通信ネットワーク上のアプリケーション開発
用の業界統一規格を規定するための一連の作業の成果物であり、これにより、WAPをサポ
ートする通常のセルラ電話から、例えば、インターネットやハイパーメディアサーバーに
よって提供されているその他の種類の情報ネットワークにアクセスすることが可能になる
。カレンダーノートは、vCalendarフォーマットで処理することが可能であり、このフォ
ーマットは、スケジューリング及び活動記録情報を電子的に交換するための業界標準フォ
ーマットである。vCalenderの添付ファイルがメッセージに含まれていれば、そのイベン
トをスケジュール管理（PIM）タイプのアプリケーションプログラムに保存し、電話機の
カレンダーアプリケションと統合したり、関連付けたりすることができる。vCalendarは
、vCard電子名刺規格と共に開発されたものであり、この電子名刺もメッセージに含める
ことが可能である。
【００６８】
　バンドルされたコンテンツを有するメッセージを送信することでは、コンテンツプロバ
イダがそのサービス通りのメッセージを生成する可能性が増す。例えば、レコード会社の
場合であれば、サーバーを準備し、そのサーバーによってマドンナのような新しいアーテ
ィストやレコードのプロモーション用のコンテンツを提供することが考えられる。この場
合には、メッセージに、新しいアルバムの呼出音、グラフィック画像としてアーティスト
の画像、予定されているツアーのカレンダーノート、及びアーティスト（又は、レコード
会社）のWAPページに対するブックマークを含むことができる。又、例えば、クリスマス
やハヌカーのような祝祭日に関連するイベント駆動型のコンテンツを提供するサーバーを
提供することも可能である。プロモーション用のコンテンツの場合と同様に、このイベン
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ト駆動型のサーバーは、例えば、呼出音（「ジングルベル」など）、サンタクロースの画
像、祝祭日に関するカレンダーノート、及びクリスマス関連サイトのブックマークを含む
メッセージを提供することができる。
【００６９】
　バンドルされたメッセージの構文は、プロファイル送信メッセージと類似のものであっ
てよい。プロファイルメッセージとバンドルされたメッセージの違いは、電話機における
メッセージの受信方法にあり、バンドルされたメッセージをユーザーが受信する場合には
、そのメッセージ、或いは、場合によってはその一部だけを受け付けることも可能であり
、その後、電話機１のユーザー選択可能な群の内部でその受信したユーザー調整可能な動
作特性を個別に処理することができる。
【００７０】
　図６及び図７を参照して説明する実施例は、メッセージに、プロファイル名、スクリー
ンセーバーとして機能するプロファイルのグラフィック、及び呼出音が含まれるOTAプロ
ファイルメッセージに関連したものであり、図６は、このOTAプロファイルの受信手順の
フローチャートを示しており、図７は、OTAプロファイルを受信する際の一連のディスプ
レイを示している。まず、OTAプロファイルを受信すると（段階６０）、SMS警報音が再生
され、「OTAプロファイルを受信しました。」というソフト通知２６が表示される（段階
６１）。ソフト通知は、典型的にはユーザーが関与することなく発生したイベントについ
てユーザーに対して通知するものであり、普通、テキストで表示される。
【００７１】
　着信したプロファイルは、「クリア」キー９を押すことによって破棄することができる
（段階６２）。しかし、「クリア」キー９を押したあと、「受信したプロファイルを破棄
しますか？」というテキストによる確認問合わせメッセージが表示される（段階６３）。
ソフトキー８のソフトキーラベルは「OK」である。段階６４において、このソフトキー８
を押すと、電話機はアイドル状態に戻り（段階６５）、受信したOTAプロファイルは保存
されることなく破棄される。破棄を確認する代りに、「クリア」キー９を押すと、この操
作が取り消される、即ち、OTAプロファイルは削除されず、電話機は段階６６のソフトキ
ーオプションリストに戻る。
【００７２】
　ソフト通知の際に（図７の第２のディスプレイ）、ソフトキーラベル２２が「オプショ
ン」のソフトキー８をユーザーが押すと、電話機１は、以下の選択可能アイテムからなる
選択リストを表示する（段階６６）。
【００７３】
　詳細
　保存
　破棄
【００７４】
　このソフトキーの機能は「OK」である。図７の第３のディスプレイに示されているオプ
ションリストから「詳細」を選択すると、電話機は段階７０において、以下の選択可能ア
イテムからなる選択リスト２３を表示する。
【００７５】
・　「プロファイル名」：この「プロファイル名」が強調表示されている場合には２４、
ソフトキーラベル２２は、プロファイル名を「参照する」になっている。
・　「呼出音」：「呼出音」が強調表示されている場合には２４、ソフトキーラベル２２
は、当該呼出音を「再生する」になっている。
・　「プロファイルのグラフィック」：「プロファイルのグラフィック」が強調表示され
ている場合には２４、ソフトキーラベルは、「スクリーンセーバーを参照する」になって
いる。
・　「プロファルの保存」
【００７６】
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　段階７１において、ユーザーが「再生」ソフトキー８を選択すると、電話機は段階７２
において、受信した呼出音をユーザーに対して再生し、図７の第５のディスプレイに示さ
れているアイテムのように、ディスプレイ２に情報メモ２７が示される。ソフトキーラベ
ル２２は「終了」に変化し、ソフトキーの機能は、呼出音の再生を終了させるものになる
。再生を中断するか、或いは再生が終了すると、選択可能アイテムを有する選択リスト（
図７の第４のディスプレイ）が再度表示される。
【００７７】
　段階７１において、「プロファイルのグラフィック」が強調表示されている際に、ユー
ザーが「スクリーンセーバーを参照する」を選択すると、電話機は、そのプロファイルの
グラフィックをユーザーに対して表示する。ソフトキーラベルは「戻る」であり、ソフト
キーの機能は、グラフィックのチェックを終了させるものになる。そして、段階７２での
チェックを中断するか、或いはチェックが終了すると、選択可能アイテムを有する選択リ
ストが再度表示される。
【００７８】
　段階６７において、ユーザーがソフトキー選択リスト（図７の第３のディスプレイ）か
ら「保存」を選択するか、或いは段階７１において詳細リストから保存を選択すると、電
話機は、図７の第６のディスプレイに示されているように、「プロファイルの場所を選択
してください」という表示テキストの情報メモ２７を表示する。このあと、電話機は、図
７の第７のディスプレイに示されているように、すべてのプロファイルを選択リストとし
て表示する。ユーザーは、段階６８において、置換対象のプロファイルを選択することが
できる。
【００７９】
　通常モード
　サイレントモード
　音量小モード
　屋外モード
　OTAプロファイル１（事前にプログラムされたもの）
　OTAプロファイル２（事前にプログラムされたもの）
【００８０】
　選択のあと、置換されたプロファイル名がUであれば、図７の第８のディスプレイに示
されているように、確認問合わせ「プロファイルUを置換しますか？」という情報メモ２
７が表示される。このソフトキーラベル２２は「OK」である。ユーザーがこれを確認する
と、段階６９において、プロファイルが保存され、図７の第９のディスプレイに示されて
いるように「OTAプロファイルを保存しました。」という旨の確認メモ２８が表示され、
電話機がアイドル状態に移行する。
【００８１】
　段階６７において、選択リストから「破棄」を選択すると、電話機は、段階６３におい
て「受信したプロファイルを破棄しますか？」という旨の確認注意の問合わせを表示する
。段階６４において、ユーザーがソフトキーを押してこれを確認すると、ダウンロードさ
れたOTAプロファイルが破棄され、「プロファイルを破棄しました」という旨の確認注意
の問合わせが表示される。そして、電話機はアイドル状態に移行する。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】図１は本発明による通信端末の好適な実施例を示す図である。
【図２】図２はセルラネットワークと通信する通信端末の主要構成要素を概略的に示す図
である。
【図３】図３は本発明による通信端末の好適な実施例においてプロファイルを選択する際
の一連のディスプレイを示す図である。
【図４】図４は本発明による通信端末の好適な実施例においてプロファイルを編集する際
の一連のディスプレイを示す図である。
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【図５】図５は本発明に従って端末のプロファイルを転送可能なネットワークを示す図で
ある。
【図６】図６は本発明による通信端末の好適な実施例においてプロファイルメッセージを
受信する手順を示すフローチャートを示す図である。
【図７】図７は本発明による通信端末の好適な実施例においてプロファイルメッセージを
受信する際の一連のディスプレイを示す図である。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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