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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アプリケーション（４００）を第２の通信装置（第２の装置）（１１０）と共有するた
めの、該アプリケーション（４００）を備えた第１の携帯通信装置（第１の装置）（１０
０）における方法であって、
　第１のショートメッセージサービス（ＳＭＳ）を前記第２の装置（１１０）へ送信する
ステップであって、前記第２の装置（１１０）が前記アプリケーション（４００）を予め
備えていない場合、前記第１のＳＭＳは、前記アプリケーション（４００）を前記第２の
装置（１１０）の中へダウンロードできるダウンロード元の場所へのリンクと、前記第１
の装置（１００）と前記第２の装置（１１０）との間のＩＰ接続を開始するために用いる
前記第２の装置（１１０）用の識別子とを有する、ステップと、
　前記第１の装置（１００）と前記第２の装置（１１０）との間のＩＰ接続を設定するた
めに前記第２の装置（１１０）により接続されるステップであって、前記第２の装置（１
１０）が前記アプリケーション（４００）を予め備えていない場合、該第２の装置（１１
０）は、前記第１のＳＭＳの中の受信した前記リンクによって前記アプリケーション（４
００）をダウンロードし、さらに、該第２の装置（１１０）は、前記第１のＳＭＳの中の
受信した前記識別子によって前記第１の装置（１００）に接続される、ステップと、
　前記アプリケーション（４００）を共有しながら、ＩＰ接続で前記第２の装置（１１０
）と通信を行うステップと、
を有し、
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　前記第１のＳＭＳは勧誘テキストをさらに有し、該勧誘テキストは、前記リンクを示す
テキストを含み、前記第２の装置（１１０）のユーザが前記アプリケーション（４００）
のダウンロードを望んだ場合に、前記リンクをアクティブにするために該ユーザを勧誘す
るように適合され、
　前記第２の装置（１１０）が前記アプリケーション（４００）を予め備えていない場合
、前記リンクを示すテキストを含む前記勧誘テキストのみを前記第２の装置（１１０）に
表示するように適合され、
　前記第１のＳＭＳは前記アプリケーション（４００）に関連づけられた特定のポートへ
送信されると共に、前記ＳＭＳがこのようなポートを発見しなかった場合、それは、前記
第２の装置（１１０）が前記アプリケーション（４００）を備えていないことと、前記勧
誘テキストを前記第２の装置（１１０）に示すべきであることとを示すものである
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第２の装置（１１０）が前記アプリケーション（４００）を予め備えている場合、
前記第１のＳＭＳは、前記アプリケーション（４００）を前記第２の装置（１１０）にお
いて開始するためのトリガをさらに有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のＳＭＳが前記リンクと前記勧誘テキストとを有していなかった場合、前記第
２の装置（１１０）が前記アプリケーション（４００）を備えていなければ、前記リンク
と前記勧誘テキストとを含む個別の勧誘ＳＭＳを第２の装置（１１０）へ送信するステッ
プを更に備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のＳＭＳに関連づけられた配信報告が受信され、また、前記第１の装置（１０
０）内の前記アプリケーション（４００）とのコンタクトが前記第２の装置（１１０）内
の前記アプリケーション（４００）によって所定の時間内に行われなかった場合、前記勧
誘ＳＭＳが送信されることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２の装置（１１０）のスイッチがオンになっているが、前記第２の装置（１１０
）内の前記アプリケーション（４００）によって、前記第１の装置（１００）内の前記ア
プリケーション（４００）とのコンタクトが所定の時間内に行われていないことが要求時
の前記第２の装置（１１０）の通信事業者により知らされた場合、前記勧誘ＳＭＳが送信
されることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　ＩＰ接続を開始するために用いられる前記第２の装置（１１０）用の前記識別子は、前
記第１の装置（１００）の前記ＩＰアドレスによって表されることを特徴とする請求項１
乃至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　サーバ（１２０）が前記ＩＰ接続の設定に用いられ、
　前記アプリケーション（４００）は前記サーバ（１２０）のＩＰアドレスを認知し、
　前記第１のＳＭＳの中に含まれている前記識別子が、前記第１の装置（１００）と前記
サーバ（１２０）との間のＩＰ接続を特定する識別子によって表され、
　前記方法は、前記第１のＳＭＳを送信する前記ステップの前に行う以下のステップ、す
なわち、
　前記サーバ（１２０）の前記認知済みのＩＰアドレスを用いることによって、前記サー
バ（１２０）と前記第１の装置（１００）との間のＩＰ接続を設定するステップと、
　前記サーバ（１２０）と前記第１の装置（１００）との間の前記接続を特定する識別子
を取得するステップと、
　前記識別子は、前記サーバ（１２０）と前記第１の装置（１００）との間の前記接続に
関連づけられたものとして、前記サーバ（１２０）に登録される
ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法。



(3) JP 4773561 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

【請求項８】
　前記第１の装置（１００）によって作成されることによって前記識別子は取得されるこ
とを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記識別子は要求時に前記サーバ（１２０）から取得されることを特徴とする請求項７
又は８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の装置（１００）と前記第２の装置（１１０）との間のＩＰ接続を設定するた
めに前記第２の装置（１１０）によって接続される前記ステップは、
　前記第２の装置（１１０）と前記サーバ（１２０）の前記ＩＰアドレス間の接続を設定
するステップであって、前記第２の装置（１１０）は、前記サーバ（１２０）に識別子を
提供すると共に、該識別子は前記サーバ（１２０）と、該サーバ（１２０）に登録された
前記第１の装置（１００）との間の前記ＩＰ接続を特定するために前記サーバ（１２０）
によって用いられるステップと、
　前記第１の装置（１００）と前記サーバ（１２０）との間の前記識別されたＩＰ接続を
、前記サーバ（１２０）と前記第２の装置（１１０）との間の前記ＩＰ接続と接続するス
テップと、
によって実行されることを特徴とする請求項７乃至９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記アプリケーション（４００）をダウンロードできるダウンロード元の前記場所への
リンクが、前記第１の装置（１００）又は前記サーバ（１２０）へのリンクであることを
特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　ダウンロードできる前記アプリケーション（４００）は、前記サーバ（１２０）宛のＩ
Ｐアドレスも備えることを特徴とする請求項７乃至１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記サーバ（１２０）は、当該サーバ（１２０）からの前記応答の中に含まれる前記勧
誘テキストであって、前記第１のＳＭＳの中に含まれる勧誘テキストを定式化することを
特徴とする請求項７乃至１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第２の装置（１１０）の電話番号が前記サーバ（１２０）に知らされ、
　前記サーバ（１２０）は前記電話番号の国別コードに対して前記テキストを採用する
ことを特徴とする請求項７乃至１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　アプリケーション（４００）を第２の通信装置と共有する第１の通信装置（第１の装置
）（１００）内で読み出されるコンピュータプログラムであって、請求項１乃至１４のい
ずれか１項に記載の方法が有する各ステップの実行を、前記第１の装置（１００）に設け
られたコンピュータ内の処理手段（４３０）に制御させることを特徴とするコンピュータ
プログラム。
【請求項１６】
　アプリケーション（４００）を備える第１の携帯通信装置（第１の装置）（１００）で
あって、
　第１のショートメッセージサービス（ＳＭＳ）を第２の通信装置（第２の装置）（１１
０）へ送信するように適合された送信用ユニット（４１０）であって、前記第２の装置（
１１０）が前記アプリケーション（４００）を予め備えていない場合、前記第１のＳＭＳ
は、前記アプリケーション（４００）を前記第２の装置（１１０）の中へダウンロードで
きるダウンロード元の場所へのリンクと、前記第１の装置（１００）と前記第２の装置（
１１０）との間のＩＰ接続を開始するために用いる前記第２の装置（１１０）用の識別子
とを有するように適合された送信用ユニット（４１０）と、
　前記第１の装置（１００）と前記第２の装置（１１０）との間のＩＰ接続を設定するた
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めに前記第２の装置（１１０）によって接続されるように適合されたＩＰ接続ポイント（
４２０）であって、該第２の装置（１１０）が前記アプリケーション（４００）を予め備
えていない場合、該第２の装置（１１０）は、受信した前記リンクによって前記アプリケ
ーション（４００）を前記第１のＳＭＳにダウンロードするように適合され、さらに、該
第２の装置（１１０）は前記第１のＳＭＳの形で受信した識別子によって前記第１の装置
（１００）に接続されるように適合されたＩＰ接続ポイント（４２０）と、
を備え、
　前記ＩＰ接続ポイント（４２０）は、前記アプリケーション（４００）を共有しながら
、ＩＰ接続で前記第２の装置（１１０）と通信するようにさらに適合され、
　前記第１のＳＭＳは勧誘テキストをさらに有し、該勧誘テキストは、前記リンクを示す
テキストを含み、前記第２の装置（１１０）のユーザが前記アプリケーション（４００）
のダウンロードを望んだ場合に、前記リンクをアクティブにするために前記ユーザに勧誘
を行うように適合され、
　前記第２の装置（１１０）が前記アプリケーション（４００）を予め備えていない場合
、前記リンクを示すテキストを含む前記勧誘テキストのみを前記第２の装置（１１０）に
表示するように適合され、
　前記送信用ユニット（４１０）は、前記第１のＳＭＳを前記アプリケーション（４００
）に関連づけられた特定のポートへ送信するようにさらに適合されると共に、前記ＳＭＳ
がこのようなポートを発見しなかった場合、それは、前記第２の装置（１１０）が前記ア
プリケーション（４００）を備えていないことと、前記勧誘テキストを前記第２の装置（
１１０）に示すべきであることを示すものである
ことを特徴とする第１の通信装置（１００）。
【請求項１７】
　前記第２の装置（１１０）が前記アプリケーション（４００）を予め備えていれば、前
記第１のＳＭＳは、前記アプリケーション（４００）を開始するように適合されたトリガ
を前記第２の装置（１１０）の中にさらに有することを特徴とする請求項１６に記載の第
１の装置（１００）。
【請求項１８】
　前記第１のＳＭＳが前記リンクと前記勧誘テキストとを有するように適合されていなか
った場合、前記第２の装置（１１０）が前記送信用ユニット（４１０）を備えていなけれ
ば、個別の勧誘ＳＭＳを第２の装置（１１０）へ送信するようにさらに適合され、該勧誘
ＳＭＳは前記リンクと前記勧誘テキストとを含むように適合されることを特徴とする請求
項１６又は１７に記載の第１の装置（１００）。
【請求項１９】
　前記第１のＳＭＳに関連づけられた配信報告が受信され、また、前記第２の装置（１１
０）内の前記アプリケーション（４００）によって、前記第１の装置（１００）内の前記
アプリケーション（４００）とのコンタクトが前記第１のＳＭＳの送信後所定の時間内に
行われなかった場合、前記送信用ユニット（４１０）は、前記勧誘ＳＭＳを単に送信する
ようにさらに適合されることを特徴とする請求項１８に記載の第１の装置（１００）。
【請求項２０】
　前記第２の装置（１１０）のスイッチがオンになっているが、前記第２の装置（１１０
）内の前記アプリケーション（４００）によって、前記第１の装置（１００）内の前記ア
プリケーション（４００）とのコンタクトが前記第１のＳＭＳの送信後所定の時間内に行
われていないことが要求時の前記第２の装置（１１０）の通信事業者により知らされた場
合、前記送信用ユニット（４１０）は、前記勧誘ＳＭＳを単に送信するように適合される
ことを特徴とする請求項１９に記載の第１の装置（１００）。
【請求項２１】
　ＩＰ接続を開始するためのアドレス指定を行うために、前記第２の装置（１１０）用と
して意図された前記識別子が前記第１の装置（１００）のＩＰアドレスによって表される
ことを特徴とする請求項１６乃至２０のいずれか１項に記載の第１の装置（１００）。
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【請求項２２】
　サーバ（１２０）が前記ＩＰ接続の設定に用いられ、
　前記アプリケーション（４００）は前記サーバ（１２０）のＩＰアドレスを認知し、
　前記第１のＳＭＳの中に含まれている識別子は、前記第１の装置（１００）と前記サー
バ（１２０）との間のＩＰ接続を特定する識別子によって表され、
　前記ＩＰ接続ポイント（４２０）がサーバ（１２０）と前記第１の装置（１００）との
間の接続を設定すると共に、該識別子は、前記サーバ（１２０）と前記第１の装置（１０
０）との間の接続として前記サーバ（１２０）に登録されるように適合される
ことを特徴とする請求項１６乃至２１のいずれか１項に記載の第１の装置（１００）。
【請求項２３】
　前記識別子は前記第１の装置（１００）によって作成されることを特徴とする請求項２
２に記載の第１の装置（１００）。
【請求項２４】
　前記識別子は要求時に前記サーバ（１２０）から取得されることを特徴とする請求項２
２に記載の第１の装置（１００）。
【請求項２５】
　前記第２の装置（１１０）と前記サーバ（１２０）との間の接続を設定する、前記第１
の装置（１００）と前記第２の装置（１１０）との間のＩＰ接続が、前記第２の装置（１
１０）によって実行されるように適合され、
　前記第２の装置（１１０）は前記識別子を前記サーバ（１２０）に提供し、
　前記ＩＰアドレスと識別子とは前記第１のＳＭＳの中に含まれていたものであり、
　前記サーバ（１２０）と、前記サーバ（１２０）に登録されていた前記第１の装置（１
００）との間の前記ＩＰ接続を特定するために前記識別子は前記サーバ（１２０）によっ
て用いられ、
　前記サーバ（１２０）は、前記第１の装置（１００）と前記サーバ（１２０）との間の
前記特定されたＩＰ接続を、前記サーバ（１２０）と前記第２の装置（１１０）との間の
前記ＩＰ接続と接続する
ことを特徴とする請求項２２に記載の第１の装置（１００）。
【請求項２６】
　前記アプリケーション（４００）をダウンロードできるダウンロード元の場所へのリン
クは、前記第１の装置（１００）又は前記サーバ（１２０）へのリンクであることを特徴
とする請求項１６乃至２５のいずれか１項に記載の第１の装置（１００）。
【請求項２７】
　ダウンロードできる前記アプリケーション（４００）は、前記サーバ（１２０）宛のＩ
Ｐアドレスも有することを特徴とする請求項２２乃至２６のいずれか１項に記載の第１の
装置（１００）。
【請求項２８】
　前記サーバ（１２０）は、前記サーバからの前記応答の中に含まれる前記勧誘テキスト
であって、前記第１のＳＭＳの中に含まれる勧誘テキストを定式化する
ことを特徴とする請求項２２乃至２７のいずれか１項に記載の第１の装置（１００）。
【請求項２９】
　前記第１の装置（１００）は移動電話機であることを特徴とする請求項１６乃至２８の
いずれか１項に記載の第１の装置（１００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、第１の通信装置及び該第１の通信装置における方法に関する。特に、
本発明はＩＰ接続時における第２の通信装置とのアプリケーションの共有に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　通信業界は移動電話機のような通信装置における新規の機能及び新たなアプリケーショ
ンの導入には腰が重い。これは、通信業界が常に、標準化と、実施構成と、相互運用性（
ＩＯＰ）テストと、通信事業者のネットワークにおける役割分担とを必要とすることに起
因する。今日、新たなアプリケーションを必要とする新規の機能を導入する唯一の方法と
して、まず新規の機能を標準化し、次いで、すべての新たな移動電話機の中に新たなアプ
リケーションを含むようにする方法がある。この結果、すでにマーケットに出ている移動
電話機が新規の機能及びアプリケーションの導入から除外されるという問題が生じること
になる。
　特許文献１には、通信システムにおいて、無線送信装置から無線宛先装置へデータファ
イルを配信する方法が開示されている。この方法は以下のように実行される。
　すなわち、無線送信装置は、宛先装置へ送信するデータを含むデータメッセージ要求を
ハブへ送信する。ハブはこのデータファイルを格納し、格納位置のＵＲＬアドレスを生成
する。ハブは、ＵＲＬに格納されたデータは無線宛先装置が利用可能であることを示すＳ
ＭＳメッセージを送信する。このＳＭＳメッセージにはアプリケーション識別子が含まれ
る。宛先装置は、ＳＭＳに含まれるアプリケーション識別子を用いて、例えばＣｌａｓｓ
ｉｄ ＢＲＥＷアプリケーションのようなアプリケーションを起動する。これは、宛先装
置がすでに有しているアプリケーションである。宛先装置内で起動されたアプリケーショ
ンは、ＵＲＬに基づいてデータ要求のＳＭＳメッセージを生成するステップと、それをハ
ブへ送信するステップとを実行する。ハブは、データ要求メッセージ内のＵＲＬに基づい
てデータベースサーバ内に格納されているデータを取得し、そのデータを宛先装置へ転送
する。
【特許文献１】米国特許出願公開第２００３／１３９１９３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、第１の通信装置と第２の通信装置とのアプリケーションの共有をさら
に簡単かつさらに高速にする通信装置用メカニズムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明によれば、上記目的は、アプリケーションを第２の通信装置（第２の装置）と共
有するための、第１の通信装置（第１の装置）における方法によって達成される。第１の
装置はアプリケーションを備えているものとする。上記方法は、第１のショートメッセー
ジサービス（ＳＭＳ）を第２の装置へ送信するステップを備える。第１のＳＭＳは、第２
の装置がアプリケーションを予め備えていない場合、アプリケーションを第２の装置の中
へダウンロードできるダウンロード元の場所へのリンクを備えている。第１のＳＭＳは、
第１の装置と第２の装置との間のＩＰ接続を開始するために用いる第２の装置用の識別子
を備える。この方法は、第１の装置と第２の装置との間のＩＰ接続を設定するための第２
の装置によるさらなる接続ステップを備えるものである。第２の装置は、第２の装置がア
プリケーションを予め備えていない場合、第１のＳＭＳの形で受信したリンクによってア
プリケーションをダウンロードする。第２の装置は第１のＳＭＳの形で受信した識別子に
よって第１の装置に接続する。上記方法は、アプリケーションを共有しながらＩＰ接続時
に第２の装置と通信するさらなるステップを備える。
【０００５】
　本発明によれば、上記目的はアプリケーションを備えた第１の通信装置（第１の装置）
によって達成される。第１の装置は、第１のショートメッセージサービス（ＳＭＳ）を第
２の通信装置（第２の装置）へ送信するように適合された送信用ユニットをさらに備える
。第２の装置がアプリケーションを予め備えていない場合、第１のＳＭＳには、アプリケ
ーションを第２の装置の中へダウンロードできるダウンロード元の場所へのリンクが含ま
れる。第１のＳＭＳには、第１の装置と第２の装置との間のＩＰ接続を開始するために用
いる第２の装置用の識別子がさらに含まれる。第１の装置は、第１の装置と第２の装置と
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の間のＩＰ接続を設定するために第２の装置により接続するように適合されたＩＰ接続ポ
イントをさらに備える。第２の装置がアプリケーションを予め備えていない場合、第２の
装置は第１のＳＭＳの形で受信したリンクによってアプリケーションをダウンロードする
ように適合され、該第２の装置は、第１のＳＭＳの形で受信した識別子によって第１の装
置と接続するように適合される。ＩＰ接続ポイントは、アプリケーションを共有しながら
ＩＰ接続時に第２の装置と通信するようにさらに適合される。
【０００６】
　第２の装置の中へアプリケーションをダウンロードできるダウンロード元である場所へ
のリンクと、第１の装置と第２の装置との間のＩＰ接続を開始するために第２の装置がＳ
ＭＳの形で用いる識別子とが第１の装置によって第２の装置へ送信されるため、第２の装
置は、アプリケーションをダウンロードし、第１の装置と第２の装置との間のＩＰ接続を
開始し、第１及び第２の装置がアプリケーションを共有しながらＩＰ接続時に通信を開始
することが可能となる。
【０００７】
　本発明の効果として、広いサーバ・パークを維持するコストをかけずに膨大な数のユー
ザの中へアプリケーションを自動的に拡散できるという点が挙げられる。
【０００８】
　本発明の別の効果として、標準化やユーザ構成を必要としないという点が挙げられる。
【０００９】
　さらなる効果として、本発明は通信事業者に依存しないという点が挙げられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１は、第２の通信装置１１０（以後第２の装置１１０と呼ぶ）と通信するように適合
された第１の通信装置１００（以後第１の装置１００と呼ぶ）を示す。移動通信用グロー
バルシステム（ＧＳＭ）及び広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）、旧来の電話サービ
スシステム（ＰＯＴ）又はインターネットなどのような技術を用いる無線通信システムの
ような通信システムに第１の装置１００と第２の装置１１０とが設けられる。第１の装置
１００と第２の装置１１０とは、携帯機器、移動電話機、個人用デジタルコンピュータ、
ＰＯＴ装置、コンピュータ又は他の任意の通信装置などであってもよい。第１の装置１０
０と第２の装置１１０とは、ＳＭＳベアラ又は同様のベアラを用いてショートメッセージ
サービス（ＳＭＳ）又は同様のサービスを介して上記装置が通信できるようにするそれぞ
れの電話番号又は別の或る種のアドレスをさらに備え、該電話番号又はアドレスは回線交
換又はパケット交換を行うことができる。本文献内のＳＭＳには、マルチメディア・メッ
セージング・サービス（ＭＭＳ）も含まれる。例えば、第１の装置１００と第２の装置１
１０とは、電話番号又は装置宛のその他の種類のアドレスを備えた加入者識別モジュール
（ＳＩＭ）カード又は汎用移動体通信システムＳＩＭ（ＵＳＩＭ）又はＩＰマルチメディ
アサブシステムＳＩＭ（ＩＳＩＭ）であってもよい。本方法は、ＳＩＭカード又は同様の
カードを備えた通信システムの機能を利用するか、あるいは、ＳＭＳ（又は類似の）ベア
ラを介してスイッチがオンになるとすぐに電話番号で直接コンタクトすることが可能であ
る。
【００１１】
　ＳＩＭ（ＩＳＩＭ又はＵＳＩＭ）カードを備えたコンピュータは、今日汎用パケット無
線サービス（ＧＰＲＳ）を用いてインターネットと接続することが可能であり、ＧＳＭを
用いてＳＭＳメッセージの送受信を行うことが可能である。このようなコンピュータは、
非対称デジタル加入者回線（ＡＤＳＬ）又はブロードバンドアクセスのような陸線ケーブ
ルを経由して潜在的にインターネットに接続することができる。ＳＩＭ（ＵＳＩＭ又はＩ
ＳＩＭ又は同様の）カードの場合、このカードは、該カードを着信可能にする識別子を備
えている。この識別子は上記カードの移動局国際番号（ＭＳＩＳＤＮ）を示す番号であっ
てもよい（ＩＳＤＮとはＳＭＳの場合のような統合サービスデジタルネットワークを表す
）。あるいは、この識別子は、ＩＳＩＭの場合のようなセッション開始プロトコル・ユニ
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フォームリソース識別子（ＳＩＰ　ＵＲＩ）であってもよい（ＩＳＩＭとは、ＩＭＳのケ
ースで用いられるＳＩＭカード用アプリケーションである）。装置は、ＧＳＭネットワー
クを介してあるいは上記とは別にショートメッセージサービスセンタ（ＳＭＳＣ）との直
接接続によるインターネット上で陸線ケーブルを介してＳＭＳメッセージなどの送受信を
行うことができる。
【００１２】
　上記のように、第２の装置と接続するために用いられるサービスはＳＭＳ又は同様のサ
ービスであってもよい。ＳＭＳサービスは一般に周知のものであり、さらなる説明を行う
必要はない。時間によるＳＭＳサービスが他のサービスによって置き換えられることはあ
りそうにないことではない。ＳＭＳサービス固有の機能として、ＳＩＭ（ＵＳＩＭ又はＩ
ＳＩＭ）カードが装置の中へインストールされるとすぐにこのサービスが常に利用可能に
なるという点が挙げられる。同様のサービスは同じ機能を有することが望ましいが、例え
ばＭＳ　ＩＳＤＮの代わりにＳＩＰ　ＵＲＩ識別子などを用いてさらに効率良くサービス
を実施することが可能である。本発明はＳＭＳに対する他のサービスもカバーする。
【００１３】
　本方法は、無線通信システムのようないくつかの通信システムにおいて規定されている
ＳＭＳの機能をさらに利用することが可能であり、該機能によって、装置の通常のＳＭＳ
受信箱には現れない指定ポートを直接アドレス指定し、それによって或る種のアプリケー
ションの自動起動が可能となる。第２の装置１１０は、Ｊａｖａ(登録商標)又はＵＩＱ装
置などのようなアプリケーションのダウンロードをさらにサポートする。Ｊａｖａ(登録
商標)はサンマイクロシステムにおいて開発されたオブジェクト指向プログラム言語であ
る。Ｊａｖａ(登録商標)言語は、ワールドワイドウェブ（ｗｗｗ）において広範に利用さ
れている。ＵＩＱ３は、電話及びネットワークのようなコア技術とサービスとを提供する
オペレーティングシステム、シンビアンＯＳｖ９によって予め統合化され、検証されたソ
フトウェアプラットフォームである。
【００１４】
　第１の装置１００はアプリケーションを備える。このアプリケーションは、例えばサー
バなどからダウンロードすることができるタイプのアプリケーションであってもよい。こ
のアプリケーションは、Ｊａｖａ(登録商標)又はＵＩＱのような任意のオープンな環境に
おいて書き換えることができ、アプリケーションのインストールを可能にするものである
。上記アプリケーションは、例えば、音声、画像、ビデオなどの第１の装置１００と第２
の装置１１０との間でのリアルタイム通信又は他の任意の通信を可能にするようなもので
あってもよい。
【００１５】
　第１の装置１００のユーザは、ＩＰ接続を用いて第２の装置１１０のユーザとアプリケ
ーションを共有することを望む。この共有は、例えば、インターネットプロトコル（ＩＰ
）電話用アプリケーションを用いて第２の装置１１０のユーザと会話したり、画像ビュー
ア用アプリケーションを用いて第２の装置１１０のユーザに対して画像を示したり、イン
スタント・メッセージ通信セッションなどを実行したりするための共有である。上記機能
を働かせるために、第２の装置１１０は、同じアプリケーションを備える必要がある。第
２の装置１１０がアプリケーションを予め備えていない場合、第１の装置１００はアプリ
ケーションを第２の装置１１０に提供することを望むことになる。
【００１６】
　第１の装置１００はパブリックＩＰアドレスを備えたものであってもよい。現在の電気
通信システム及びインターネットでは、ＩＰアドレスの数には制限がある。したがって、
パブリックＩＰアドレスをすべてのユーザに提供できるほど十分な数のアドレスが存在し
ていないため、ほとんどのユーザはプライベートＩＰアドレスを持っている。ＩＰの次の
バージョン（ＩＰｖ６バージョン）では、無限に近い数のＩＰアドレスが存在することに
なり、すべての人がパブリックＩＰアドレスを持つことが可能になる。
【００１７】
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　第１の装置１００がパブリックＩＰアドレスを備えていない場合、その結果として、第
１の装置１００のユーザは第２の装置１１０と直接コンタクトすることはできなくなる。
代わりに、第２の装置１１０はサーバのＩＰアドレスを用いてサーバ１２０とのコンタク
トを行う。サーバ１２０は第１の装置１００とのＩＰ接続を終了する。これを行う方法に
ついては後程説明する。したがって、図２を参照しながら以下説明するように、第１の装
置１００がパブリックＩＰアドレスを持ち、かつ、サーバを利用しない１つの実施形態と
、第１の装置１００がパブリックＩＰアドレスをまったく持たず、かつ、サーバ１２０が
関与する別の実施形態とが提供される。該別の実施形態について図３を参照しながらさら
に続けて説明する。サーバ１２０は、パブリックＩＰ番号を持たない装置を単に接続する
一般的なサーバであってもよいが、アプリケーション固有の機能を含むことも可能である
。第１の装置１００内のアプリケーションはサーバ１２０のＩＰアドレスを認知する。第
２の装置１１０がアプリケーションを備えているとき、サーバ１２０のＩＰアドレスは第
２の装置１１０のアプリケーションに認知されることになる。第１の装置１００のパブリ
ックＩＰアドレスを以後第１の装置１００のＩＰアドレスと呼ぶことにする。第１の装置
１００のＩＰアドレスは第１の装置１００を特定する識別子を表すものであるが、この識
別子は第１の装置１００と第２の装置１１０との間のＩＰ接続を開始するために第２の装
置１１０によって用いられる。
【００１８】
　サーバ１２０のＩＰアドレスはサーバ１２０とのＩＰ接続を設定するために第１の装置
１００によって用いられる。第１の装置１００は、接続の登録と識別子とを要求する要求
をサーバ１２０へ送信する。すなわち、第２の装置１１０とのコンタクトを望む第１の装
置１００は、サーバ１２０における所望の接続の特定を示す何らかの識別子を登録しなけ
ればならない。この識別子はＳＭＳの形で第１の装置１００により第２の装置１１０へ送
信される。第２の装置１１０は、サーバ１２０とコンタクトするとき、上記識別子をサー
バ１２０に知らせる。次いで、サーバ１２０は既存のどの接続と第２の装置１１０を接続
すべきかを認知する。上記識別子は、例えば１２８ビットのハッシュ符号又は他の任意の
接続を示す一意の識別子などであってよい。
【００１９】
　図２は、シグナリング方式とフローチャートとを合成した図であり、第２の装置１１０
にアプリケーションを提供し、該アプリケーションを第２の装置１１０と共有する方法に
ついて説明する図である。本実施形態では、第１の装置１００はパブリックＩＰアドレス
を有するものとする。上記方法は以下のステップを備える。
【００２０】
　２０１．　第１の装置１００は第１のＳＭＳを第２の装置１１０へ送信する。第１の装
置１００内のアプリケーションによって第２の装置１１０内のアプリケーションへ第１の
ＳＭＳを送信することができる。例えば第１の装置１００内のアプリケーションを開始し
、次いで、第１の装置１００内の電話帳において第２の装置１１０を選択することによっ
てこの方法ステップ２０１を実行することができる。
【００２１】
　第１のＳＭＳには、第１の装置１００と第２の装置１１０との間のＩＰ接続を開始する
ために使用する第２の装置１１０用の識別子が含まれている。本実施形態では、第１の装
置がＩＰアドレスを有しているとき、識別子は第１の装置１００のパブリックＩＰアドレ
スとなる。
【００２２】
　第１のＳＭＳは、ある場所へのリンク（本例では第１の装置１００のＩＰアドレス）を
さらに含むものであってもよい。ここで、第２の装置１１０がアプリケーションを予め備
えていない場合、アプリケーションを第２の装置１１０の中へダウンロードすることがで
きる。上記リンクはまた、アプリケーションを備えたサーバのような別の場所へのリンク
であってもよい。
【００２３】
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　第１のＳＭＳは、第２の装置１１０がアプリケーションを予め備えていない場合、第２
の装置１１０において表示するための勧誘テキスト（送信勧誘テキスト）をさらに含むこ
とができる。勧誘テキストは、人が読むことができるテキストであり、ユーザがアプリケ
ーションのダウンロードを望んだ場合、リンクをアクティブにするために、例えば「第１
の装置のユーザが画像をあなたに送信したいと思っています。あなたへの送信を可能にす
るためには以下のリンクをクリックして下さい：ｈｔｔｐ：／／ｘｘｘ．ｖｗ．ｚｚｚ」
というような勧誘を第２の装置１１０のユーザに対して行うものである。これは、第１の
装置１００が第２の装置１１０のある特定のポートに対して第１のＳＭＳをアドレス指定
することにより達成することが可能であり、該ポートはアプリケーションに関連づけられ
る。第２の装置１１０がそのアプリケーションを備えていれば、該アプリケーションの特
定のポートにアドレス指定されたいずれのＳＭＳも上記アプリケーションに関連づけられ
たポートであることがこの装置１１０により登録されることになる。第１のＳＭＳがこの
ようなポートを発見しなかった場合、それは、第２の装置１１０が当該アプリケーション
を備えていないことを示すものであり、そして、第２の装置１１０内の正規のＳＭＳ用受
信箱にその勧誘テキストを表示して、ユーザが読めるようにすべきであることを示すもの
である。
【００２４】
　第２の装置１１０がアプリケーションを予め備えていた場合、第１のＳＭＳは第２の装
置１１０においてアプリケーションを開始するためのトリガをさらに含むことができる。
アプリケーションが第２の装置１１０に予めインストールされていた場合、アプリケーシ
ョンは上述のような特定のポートにおいてＳＭＳのアカウントをとり、ＳＭＳがアプリケ
ーションへ向けて送られ、該アプリケーションは自動起動することになり、次いで、第１
のＳＭＳの中に含まれていた第１のＳＭＳ及び勧誘テキストのいずれも第２の装置１１０
には表示されなくなる。
【００２５】
　２０２．　第２の装置１１０がアプリケーションを備えていれば、該装置１１０は起動
される。この起動は上述の第１のＳＭＳ内のトリガにより自動的に行われる。次いで、第
２の装置１１０は識別子を用いて第１の装置１００と第２の装置１１０との間のＩＰ接続
を開始する。上記識別子は、本実施形態では、第１の装置１００のＩＰアドレスにより表
される。このＩＰ接続は第２の装置１１０内のアプリケーションにより実行されてもよい
。このＩＰ接続は、第２の装置１１０内のアプリケーションによってコンタクトされる第
１の装置１００内のアプリケーションにより実行することも可能である。
【００２６】
　２０３．　ＩＰ接続が第１の装置１００と第２の装置１１０との間で開始される。第１
の装置１００は共有アプリケーションを用いて第２の装置１１０との通信を開始すること
ができる。
【００２７】
　２０４．　第２の装置１１０がアプリケーションを備えていない場合、上述の勧誘テキ
ストは第２の装置１１０に表示することができる。第２の装置１１０のユーザがアクティ
ブにすることを選択すれば、テキスト内のリンクは第２の装置１１０においてアクティブ
にされ、次いで、リンクを用いてダウンロードを行うために第１の装置１００とのコンタ
クトが行われる。上記リンクは第２の装置のアプリケーションへのリンクであることが望
ましい。
【００２８】
　２０５．　次いで、上記アプリケーションは第２の装置１１０の中へダウンロードされ
る。第２の装置１１０内のアプリケーションが開始される。
【００２９】
　２０６．　次いで、第２の装置１１０は、識別子を用いて第１の装置１００と第２の装
置１１０との間のＩＰ接続を開始する。該識別子は、本実施形態では、第１の装置１００
のＩＰアドレスによって表される。このＩＰ接続は第２の装置１１０内のアプリケーショ
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ンにより実行することができる。
【００３０】
　２０７．　ＩＰ接続は第１の装置１００と第２の装置１１０との間で開始され、第１の
装置１００は共有アプリケーションを用いて第２の装置１１０との通信を開始することが
できる。
【００３１】
　２０８．　代替の実施形態では、アプリケーションをダウンロードできる場所へのリン
クであって、第２の装置１１０がアプリケーションを予め備えていない場合に、第２の装
置１１０に表示される勧誘テキストへのリンクは、ステップ２０１では第１のＳＭＳには
含まれていない。その代わりに、第２の装置１１０がアプリケーションを備えていない場
合、リンクと勧誘テキストとを含む個別の勧誘ＳＭＳは第１の装置１００によって第２の
装置１１０へ送信される。勧誘ＳＭＳは図２の破線２０８の形で参照される。勧誘ＳＭＳ
は、人が読むことができるテキストとリンクとを含む通常のＳＭＳであってもよく、第２
の装置１１０の通常の受信箱の中に現れる。
【００３２】
　第２の装置１１０がアプリケーションを備えているか否かの立証は以下のようにして行
うことができる。ステップ２０１において、第１の装置１００が第１のＳＭＳを第２の装
置１１０へ送信すると、第１の装置１００内のアプリケーションは第２の装置１１０内の
アプリケーションがコンタクトを行うことを予想する。４５秒などの所定の時間内にコン
タクトが行われなければ、これは第２の装置１１０がアプリケーションを備えていないか
、第２の装置１１０がオフになっていることを示すことになる。
【００３３】
　上記２つのケースを区別するために、ＳＭＳの配信報告機能を用いることができる。配
信報告とは、第２の装置１１０へＳＭＳが配信された旨を無線通信システムのショートメ
ッセージサービスセンタ（ＳＭＳＣ）が第１の装置１００に通知する機能である。第２の
装置１１０のスイッチがオンになっていないという事実に起因して、第２の装置１１０へ
のＳＭＳの配信が行われなければ、配信報告はＳＭＳＣから第１の装置１００へ送信され
ない。配信報告はそれ自体がＳＭＳであるが、この配信報告は第１の装置１００において
ＳＭＳとして姿を見せることはない。第１の装置１００から第２の装置１１０へ送信され
るＳＭＳ（本例ではステップ２０１でのＳＭＳ）はメッセージ参照番号を有する。このメ
ッセージ参照番号はＳＭＳＣから第１の装置１００へ送信される配信報告に添付されるも
のである。これによって、第１の装置１００は、送信済みのＳＭＳと、同じ送信済みのＳ
ＭＳへの配信報告とを関連付けることが可能となる。
【００３４】
　ＳＭＳの配信報告機能を用いる代わりに、第２の装置１１０のスイッチがオンになって
いるかいないかを立証する代替の方法として、第２の装置１１０の通信事業者のホーム・
ロケーション・レジスタに問い合わせるという方法がある。このＨＬＲは、第２の装置１
１０のスイッチがオンになっているかいないかの状態に対応するものである。第１の装置
１００は、おそらくサーバ１２０を介して第２の装置１１０のＳＩＭカードを所有してい
る通信事業者へ要求を送信し、第２の装置１１０のスイッチがオンになっているかどうか
を通信事業者のＨＬＲの中で調べてくれるように通信事業者に対して要求することができ
る。
【００３５】
　したがって、上記２つの代替例のうちの第１の代替例では、ステップ２０１で送信され
たＳＭＳに関連づけられた配信報告が第１の装置１００により受信された場合、勧誘ＳＭ
Ｓは第１の装置１００から第２の装置１１０へ送信されるが、第１の装置１０００内のア
プリケーションとのコンタクトが第２の装置１１０内のアプリケーションによって所定の
時間内に行われることはない（第２の装置１１０のスイッチはオンになっているが、第２
の装置１１０はアプリケーションを備えていない）。
【００３６】
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　上記２つの代替例のうちの第２の代替例では、第２の装置１１０のスイッチがオンにな
っているが、所定の時間内に第２の装置１１０内のアプリケーションが第１の装置１００
内のアプリケーションとコンタクトを行っていない旨を要求時の通信事業者が告げた場合
、勧誘ＳＭＳは第１の装置１００から第２の装置１１０へ送信される（第２の装置１１０
のスイッチがオンになっているが、第２の装置１１０はアプリケーションを備えていない
）。
【００３７】
　図３は、第１の装置１００がパブリックＩＰアドレスを持っていないシナリオを示すシ
グナリング方式とフローチャートとの合成図である。この場合、第１の装置１００はサー
バ１２０を介して第２の装置１１０とコンタクトを行う必要がある。第１の装置１００内
のアプリケーションはサーバ１２０宛のパブリックＩＰアドレスを認知する。上記方法は
以下のステップを備える：
　３０１．　第１の装置１００は、第１の装置１００とサーバ１２０との間のＩＰ接続を
開始するために認知済みのＩＰアドレスによりサーバ１２０と接続する。このステップは
、第１の装置１００においてアプリケーションを開始し、第１の装置１００内の電話帳に
おいて第２の装置１１０を選択することなどによって実行することができる。次いで、該
アプリケーションはサーバ１２０との接続を開始することになる。接続の開始はアプリケ
ーションにより実行してもよい。
【００３８】
　第１の装置１００は第１の装置１００とサーバ１２０間の接続を特定する識別子を取得
し、上記接続とその識別子とがサーバ１２０に登録される。代替の実施形態では、第１の
装置１００は第１の装置１００とサーバ１２０との間の接続を特定する識別子を生成し、
該識別子並びに、上記接続とその識別子とをサーバ１２０に登録する要求をサーバ１２０
へ送信する。
【００３９】
　第２の装置１１０の電話番号をサーバ１２０に知らせるようにしてもよい。この理由に
ついては後程説明する。
【００４０】
　３０２．　第１の装置１００はサーバ１２０からの応答を受信し、識別子が要求された
場合、上記応答には、第１の装置１００とサーバ１２０間での接続を特定する要求された
識別子が含まれている。
【００４１】
　上記応答は、サーバ１２０により定式化された勧誘テキストをさらに含むことができ、
該テキストは次のステップで第１の装置１００により第２の装置１１０へ送信される。サ
ーバ１２０は、例えば＋４５がデンマークに相当するというような第２の装置１１０の国
別コードに対して上記テキストを採用できることが望ましい。この国別コードは前回のス
テップ３０１で受信した電話番号により発見される。その場合、上記応答の中には勧誘テ
キストも含まれることになる。第２の装置１１０が上述した方法と同じ方法を備えていな
ければ、このテキストは単に第２の装置１１０に表示される。
【００４２】
　３０３．　第１の装置１００は第１のＳＭＳを第２の装置１１０へ送信する。第１のＳ
ＭＳは第１の装置１００内のアプリケーションによって第２の装置内のアプリケーション
へ送信することができる。
【００４３】
　第１のＳＭＳには、第１の装置と第２の装置との間のＩＰ接続を開始するための第２の
装置１１０用の識別子が含まれている。本実施形態における識別子は、第１の装置１００
とサーバ１２０との間の既存の接続を特定する識別子であって、ステップ３１２でサーバ
１２０から取得した識別子により表される。
【００４４】
　第２の装置１１０がアプリケーションを予め備えていない場合、第１のＳＭＳには、ア
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プリケーションを第２の装置１１０の中へダウンロードするダウンロード元の場所へのリ
ンクがさらに含まれる。本例ではこのリンクはアプリケーションをダウンロードすること
ができるサーバ１２０であってもよい。
【００４５】
　第２の装置１１０がアプリケーションを予め備えていれば、第１のＳＭＳは、ステップ
２０１で上述した方法と同じ方法で第２の装置１１０においてアプリケーションを開始す
るトリガをさらに含むことができる。
【００４６】
　第２の装置１１０がアプリケーションを予め備えていない場合、第１のＳＭＳはステッ
プ２０１で上述した方法と同じ方法で第２の装置１１０において表示される勧誘テキスト
をさらに含むことができる。サーバからの応答が勧誘テキストをまったく含んでいなけれ
ば、第１の装置１００において好適にはアプリケーションによりこのようなテキストを作
成できることが望ましい。
【００４７】
　３０４．　第２の装置１１０がアプリケーションを備えている場合、そのアプリケーシ
ョンはトリガによって開始される。第２の装置内のアプリケーションは上述したようにサ
ーバ１２０のＩＰアドレスを認知する。第２の装置１１０は、サーバ１２０の認知済みの
ＩＰアドレスを用いてまず接続を設定することにより第１の装置１００と接続する。この
接続は、第１の装置１００内のアプリケーションと接続する第２の装置１１０内のアプリ
ケーションにより実行することも可能である。
【００４８】
　第２の装置は、第１の装置１００とサーバ１２０との間の既存の接続を特定する識別子
をサーバ１２０に提供する。該識別子は第１のＳＭＳの中に含まれていたものである。サ
ーバ１２０はこの識別子によって既存の接続を特定する。
【００４９】
　３０５．　サーバは、上記識別子に関連づけられた接続を特定すると、第２の装置１１
０とサーバ１２０間の接続を、第１の装置１００とサーバ１２０間の接続と接続すること
によって、第１の装置１００と第２の装置１１０との間のＩＰ接続を設定する。
【００５０】
　３０６．　第１の装置１００と第２の装置１１０との間のＩＰ接続が開始される。第１
の装置１００は共有アプリケーションを用いて第２の装置１１０と通信を開始することが
できる。
【００５１】
　３０７．　第２の装置１１０がアプリケーションを備えていない場合、上述の勧誘テキ
ストは第２の装置１１０に表示される。第２の装置１２０のユーザがアクティブにするこ
とを選択した場合、テキスト内のリンクは第２の装置１１０のユーザによりアクティブに
され、次いで、第２の装置１１０は、リンクを用いることによってアプリケーションをダ
ウンロードできる場所にコンタクトする。この場所は例えばサーバ１２０などであっても
よい。
【００５２】
　３０８．　次いで、アプリケーションは第２の装置１１０の中へダウンロードされる。
第２の装置１１０内のアプリケーションが開始される。
【００５３】
　３０９．　第２の装置１１０においてダウンロードされたアプリケーションはサーバ１
２０のＩＰアドレスを認知する。この認知済みのＩＰアドレスを用いて第２の装置１１０
はサーバ１２０との接続をまず設定することによって第１の装置１００との接続を行う。
この接続は、第１の装置１００内のアプリケーションと接続する第２の装置１１０内のア
プリケーションによって実行することも可能である。
【００５４】
　第２の装置１１０は、第１の装置１００とサーバ１２０との間の既存の接続を特定する
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識別子をサーバ１２０に提供するものであるが、該識別子は、第１のＳＭＳの中に含まれ
ていたものであった。サーバ１２０はこの識別子によって既存の接続を特定する。
【００５５】
　３１０．　サーバ１２０が識別子に関連づけられた接続を特定すると、サーバ１２０は
、第２の装置１１０とサーバ１２０間の接続を第１の装置１００とサーバ１２０間の接続
と接続することによって第１の装置１００と第２の装置１１０との間のＩＰ接続を設定す
る。
【００５６】
　３１１．　第１の装置１００と第２の装置１１０との間のＩＰ接続が開始される。第１
の装置１００は共有アプリケーションを用いて第２の装置１１０と通信を開始することが
できる。
【００５７】
　３１２．　代替の実施形態では、アプリケーションをダウンロードできる場所へのリン
クであって、第２の装置１１０がアプリケーションを予め備えていない場合、第２の装置
１１０に表示される勧誘テキストへのリンクは、ステップ３０３ではＳＭＳの中には含ま
れていない。その代わりに、第２の装置１１０がアプリケーションを備えていない場合、
リンクと勧誘テキストとを含む個別の勧誘ＳＭＳがステップ２０８で説明した方法と同じ
方法で第１の装置１００によって第２の装置１１０へ送信される。勧誘ＳＭＳは図３の破
線３１２の形で参照される。
【００５８】
　したがって、第１の代替例では、ステップ３０３で送信されたＳＭＳに関連づけられた
配信報告が第１の装置１００により受信された場合、勧誘ＳＭＳは第１の装置１００から
第２の装置１１０へ送信されるが、第２の装置１１０内のアプリケーションによって、第
１の装置１０００内のアプリケーションとのコンタクトが所定の時間内に行われることは
ない（第２の装置１１０のスイッチはオンになっているが、第２の装置１１０はアプリケ
ーションを備えていない）。上記についてのさらなる詳細については同様のステップ２０
８を参照されたい。
【００５９】
　第２の代替例では、第２の装置１１０のスイッチがオンになってはいるが、所定の時間
内に第２の装置１１０内のアプリケーションによって第１の装置１００内のアプリケーシ
ョンとのコンタクトが行われていない旨を要求時の通信事業者が告げた場合、勧誘ＳＭＳ
は第１の装置１００から第２の装置１１０へ送信される（第２の装置１１０のスイッチが
オンになっているが、第２の装置はアプリケーションを備えていない）。
【００６０】
　図４に描かれている第１の装置１１０はアプリケーション４００を備えている。第１の
装置１００は、第１のＳＭＳを第２の装置１１０へ送信するように適合された送信用ユニ
ット４１０をさらに備える。第２の装置において第１のＳＭＳを特定のポートへ送信する
ように送信用ユニット４１０をさらに適合することができる。該ポートはアプリケーショ
ンに関連づけられ、ＳＭＳがこのようなポートを発見しなければ、それは、第２の装置１
１０がアプリケーションを備えていないことを示すものであり、そして、第２の装置１１
０に勧誘テキストを表示すべきであることを示すものである。
【００６１】
　第１のＳＭＳは、第２の装置１１０がアプリケーション４００を予め備えていない場合
、アプリケーション４００を第２の装置１１０の中へダウンロードできるダウンロード元
の場所へのリンクを備える。このリンクは第１の装置１００へのリンクであってもよいし
、あるいは、サーバ１２０へのリンクであってもよい。若しくはアプリケーションをダウ
ンロードできる他の任意の場所へのリンクであってもよい。ＳＭＳには、第１の装置１０
０と第２の装置１１０との間のＩＰ接続を開始するための第２の装置１１０用の識別子が
さらに含まれる。第１のＳＭＳは勧誘テキストをさらに含むようにすることも可能であり
、第２の装置１１０のユーザに勧誘を行うように該勧誘テキストが適合されて、アプリケ
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ーション４００をダウンロードするためにユーザがリンクをアクティブにしたいと望めば
、該リンクはアクティブにされる。１つの実施形態では、第２の装置１１０がアプリケー
ション４００を予め備えていない場合、勧誘テキストは単に適合されて、第２の装置１１
０に表示される。第２の装置１１０がアプリケーションを予め備えていれば、第１のＳＭ
Ｓは第２の装置１１０においてアプリケーション４００を開始するように適合されたトリ
ガをさらに含むことができる。
【００６２】
　送信用ユニット４１０は、第２の装置１１０がアプリケーション４００を備えていない
場合、個別の勧誘ＳＭＳを第２の装置１１０へ送信するように適合され、前記勧誘ＳＭＳ
にはリンクと勧誘テキストとが含まれる。その場合、リンクと勧誘テキストとは第１のＳ
ＭＳには含まれないように適合される。第１のＳＭＳに関連づけられた配信報告は受信さ
れるが、第１の装置１１０内のアプリケーション４００とのコンタクトが、第１のＳＭＳ
を送信した後の所定の時間内に第２の装置１１０内のアプリケーションによって行われな
い場合、送信用ユニット４１０はさらに勧誘ＳＭＳのみを送信するように適合することが
できる。代替例として、第２の装置１１０のスイッチはオンになっているが、第１のＳＭ
Ｓを送信した後、第１の装置１００内のアプリケーションとのコンタクトが第２の装置１
１０内のアプリケーション４００によって所定の時間内に行われていない旨を要求時の通
信事業者が知らせた場合、送信用ユニット４１０は勧誘ＳＭＳのみを送信するように適合
することができる。
【００６３】
　第１の装置１００は、第１の装置１００と第２の装置１１０との間のＩＰ接続を設定す
るために第２の装置１１０によって接続されるように適合されたＩＰ接続ポイント４２０
をさらに備え、該第２の装置１１０は、第２の装置１１０がアプリケーションを予め備え
ていない場合、第１のＳＭＳで受信したリンクによってアプリケーションをダウンロード
するように適合される。第２の装置１１０は、第１のＳＭＳで受信した識別子によって第
１の装置１００と接続するようにさらに適合される。この識別子は第１の装置のＩＰアド
レスなどによって表すようにしてもよい。
【００６４】
　１つの実施形態ではサーバ１２０はＩＰ接続を設定するために用いられる。第１の装置
１００内のアプリケーションはサーバ１２０のＩＰアドレスを認知する。その場合、第１
のＳＭＳに含まれている識別子は第１の装置１００とサーバ１２０との間のＩＰ接続を特
定する識別子により表される。本実施形態では、ＩＰ接続ポイント４２０は、認知済みの
ＩＰアドレスによってサーバ１２０と第１の装置１００との間のＩＰ接続を設定するよう
にさらに適合される。ＩＰ接続ポイント４２０は、サーバ１２０と第１の装置１００との
間の接続を特定する識別子を要求する要求をサーバ１２０へ送信するように適合すること
ができる。あるいは、第１の装置１００は識別子を生成することができ、サーバ１２０と
第１の装置１００との間の接続に関連づけられた上記識別子がサーバ１２０に登録される
。
【００６５】
　ＩＰ接続ポイント４２０は、サーバ１２０からの応答を受信するためにサーバ１２０と
のＩＰ接続を用いるように適合することができる。この応答は要求された識別子を備え、
該識別子は第１のＳＭＳに含まれるように意図される。サーバ１２０は勧誘テキストを定
式化することができ、次いで、この勧誘テキストはサーバ１２０からの応答の中に含まれ
るように適合することができる。
【００６６】
　第１の装置１００と第２の装置１１０との間のＩＰ接続は、第２の装置１１０とサーバ
１２０との間の接続を設定する第２の装置１１０によって実行されるように適合される。
第２の装置１１０は識別子をサーバ１２０に提供し、該識別子は第１のＳＭＳの中に含ま
れるように適合される。この識別子は、サーバ１２０と、該サーバ１２０に登録された第
１の装置１００との間のＩＰ接続を特定するためにサーバ１２０によって用いられるよう
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に適合される。サーバ１２０は、第１の装置１００内のＩＰ接続ポイント４２０とサーバ
１２０との間で識別されたＩＰ接続をサーバ１２０と第２の装置１１０との間のＩＰ接続
と接続するように適合される。
【００６７】
　ＩＰ接続ポイントは、アプリケーション４００を共有しながら第２の装置１１０とのＩ
Ｐ接続時に通信を行うようにさらに適合される。
【００６８】
　本アプリケーション共有メカニズムは、図４に描かれている第１の装置１００内のプロ
セッサ４３０のような１以上のプロセッサを介して、本発明の機能を実行するコンピュー
タプログラムコードと共に実行することができる。上述のプログラムコードはまた、例え
ば第１の装置の中へロードされると、本方法を実行するコンピュータプログラムコードを
運ぶデータキャリアの形でコンピュータプログラム製品として提供することが可能である
。このような１つのキャリアはＣＤ－ＲＯＭディスクの形のものであってもよい。しかし
ながらこのキャリアはメモリスティックのような別のデータキャリアによっても実行可能
である。コンピュータプログラムコードは、サーバ上で純粋なプログラムコードとして提
供され、遠隔地にある第１の装置１００へダウンロードすることも可能である。
【００６９】
　本発明は上述の好適な実施形態のみに限定されるわけではない。種々の代替例、修正及
び均等物を用いることも可能である。したがって、上記の実施形態は本発明の範囲を制限
するものと考えるべきではなく、本発明の範囲は添付の特許請求の範囲において規定され
る。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明に係る第２の装置との通信を行う第１の装置を示す概略ブロック図である
。
【図２】本発明の実施形態を示すシグナリング方式とフローチャートとの合成図である。
【図３】本発明の別の実施形態を示すシグナリング方式とフローチャートとの合成図であ
る。
【図４】本発明に係る第１の通信装置を示す概略ブロック図である。
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