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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレスネットワークと連絡を取り合うための携帯型ワイヤレス通信装置であって、
　ディスプレイ画面と、
　少なくとも１つの入力デバイスと、
　無線受信機と、
　メモリと、
　前記ディスプレイ画面、入力デバイス、無線受信機、およびメモリに連結されたプロセ
ッサと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　ユーザによる携帯型装置アプリケーションの最初の使用を検出することであって、前記
最初の使用の検出は、コンテキストに応じたものあることにより、前記携帯型装置アプリ
ケーションを使用するように前記ユーザが前記携帯型ワイヤレス通信装置を操作するコン
テキストまたは状況に対処し、前記最初の使用の検出は、音声ガイダンスを提供するため
に前記携帯型ワイヤレス通信装置上の排他的キーを選択することによっては開始されない
、ことと、
　前記携帯型通信装置から自動的にデータを収集することと、
　前記ユーザからの入力を受信することと、
　前記最初の使用の検出に応答して、前記メモリに格納されているトレーニングアプリケ
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ーションを自動的に起動することであって、前記起動されたトレーニングアプリケーショ
ンの使用は、前記最初の使用が検出された携帯型装置アプリケーション以外のアプリケー
ション、機能またはサービスの使用により調整されることにより、前記携帯型装置アプリ
ケーションの前記検出された最初の使用のコンテキストまたは状況に対処し、前記トレー
ニングアプリケーションは、双方向性のものである、ことと
　を実行するようにプログラムされる、携帯型ワイヤレス通信装置。
【請求項２】
　前記トレーニングアプリケーションは、前記携帯型装置アプリケーションに関連する、
請求項１に記載の携帯型通信装置。
【請求項３】
　前記トレーニングアプリケーションは、命令のセットを含む、請求項１に記載の携帯型
通信装置。
【請求項４】
　前記携帯型通信装置からデータを収集することは、携帯型通信装置の構成データおよび
携帯型通信装置の設定データを収集することを含む、請求項１に記載の携帯型通信装置。
【請求項５】
　第１の携帯型装置アプリケーション用の第１のトレーニングアプリケーションは、第２
の携帯型装置アプリケーション用の第２のトレーニングアプリケーションを起動する、請
求項１に記載の携帯型通信装置。
【請求項６】
　前記プロセッサに連結された自動データ収集デバイス、バイオメトリクス読み取り装置
、またはメディア出力デバイスをさらに備える、請求項１に記載の携帯型通信装置。
【請求項７】
　前記トレーニングアプリケーションの結果は、分析のために記録される、請求項１に記
載の携帯型通信装置。
【請求項８】
　前記トレーニングアプリケーションは、指導文およびオプションのリストを含む、請求
項１に記載の携帯型通信装置。
【請求項９】
　ネットワークに連結されたモバイルデバイスのユーザにアシスタンスを提供するための
方法であって、
　前記モバイルデバイスにおけるアクティビティのログをキャプチャすることであって、
前記アクティビティのログは、前記モバイルデバイスのためのコンテキストを定義する、
ことと、
　複数の標準スクリプタブル機能を生成することであって、前記複数の標準スクリプタブ
ル機能は、前記モバイルデバイスの現在のコンテキストに基づく前記デバイスの前記ユー
ザをアシストするために、前記モバイルデバイスにおいてローカルに実行される少なくと
も１つのコンテキストに応じたサービス機能を作成するように結合される、ことと、
　モバイルデバイスアプリケーションの最初の使用を検出することであって、前記最初の
使用の検出は、コンテキストに応じたものであることにより、前記モバイルデバイスアプ
リケーションを使用するように前記ユーザが前記モバイルデバイスを操作する現在のコン
テキストまたは状況に対処し、前記最初の使用の検出は、音声ガイダンスを提供するため
に前記モバイルデバイス上の排他的キーを選択することによっては開始されない、ことと
、
　前記モバイルデバイスから自動的にデータを収集することと、
　前記最初の使用の検出に応答して、トレーニングアプリケーションを自動的に起動する
ことであって、前記トレーニングアプリケーションは、双方向性のものであり、前記起動
されたトレーニングアプリケーションの調整または適合は、前記最初の使用が検出された
モバイルデバイスアプリケーション以外のアプリケーション、機能またはサービスの調整
または適合に基づくことにより、前記モバイルデバイスアプリケーションの前記検出され
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た最初の使用の現在のコンテキストまたは状況に対処する、ことと
　を含む、方法。
【請求項１０】
　ネットワークに連結されたモバイルデバイスのユーザにアシスタンスを提供するための
方法であって、
　前記モバイルデバイスからの状態情報および前記モバイルデバイスでのユーザアクショ
ンを、前記ネットワークから受信することであって、前記モバイルデバイス上のスクリプ
トは、周期的に、または前記ネットワークから受信された信号に応答して、前記状態情報
およびユーザアクションを提供する、ことと、
　前記受信された状態情報およびユーザアクションをコールセンターエージェントのコン
ピュータに表示することと、
　モバイルデバイスアプリケーションの最初の使用を検出することであって、前記最初の
使用の検出は、コンテキストに応じたものであることにより、前記モバイルデバイスアプ
リケーションを使用するように前記ユーザが前記モバイルデバイスを操作する現在のコン
テキストまたは状況に対処し、前記最初の使用の検出は、音声ガイダンスを提供するため
に前記モバイルデバイス上の排他的キーを選択することによっては開始されない、ことと
、
　前記モバイルデバイスから自動的にデータを収集することと、
　前記最初の使用の検出に応答して、トレーニングアプリケーションを自動的に起動する
ことであって、前記トレーニングアプリケーションは、双方向性のものであり、前記起動
されたトレーニングアプリケーションは、前記最初の使用が検出されたモバイルデバイス
アプリケーション以外のアプリケーション、機能またはサービスに基づいて調整または適
合されることにより、前記モバイルデバイスアプリケーションの前記検出された最初の使
用の現在のコンテキストまたは状況に対処する、ことと
　を含む、方法。
【請求項１１】
　前記コールセンターのコンピュータにおいて入力を受信することと、前記入力に応答し
て、前記モバイルデバイスの機能を変更するため、または前記モバイルデバイスに新規デ
ータを格納するために、コマンドを発行することとをさらに含む、請求項１０に記載の方
法。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、
　前記最初の使用から所定の期間の経過後に前記ユーザによる前記携帯型装置アプリケー
ションの追加使用を検出することと、
　前記追加使用の検出に応答して、前記トレーニングアプリケーションを自動的に起動す
ることと
　を実行するようにさらにプログラムされる、請求項１～８のいずれか１項に記載の携帯
型通信装置。
【請求項１３】
　前記最初の使用から所定の期間の経過後に前記モバイルデバイスアプリケーションの追
加使用を検出することと、
　前記追加使用の検出に応答して、前記トレーニングアプリケーションを自動的に起動す
ることと
　をさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　前記最初の使用から所定の期間の経過後に前記モバイルデバイスアプリケーションの追
加使用を検出することと、
　前記追加使用の検出に応答して、前記トレーニングアプリケーションを自動的に起動す
ることと
　をさらに含む、請求項１０または１１に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、タイトルが「ＣＡＬＬ　ＩＮＴＥＲＣＥＰＴ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　Ｃ
ＵＳＴＯＭＥＲ　ＳＥＬＦ　ＳＵＰＰＯＲＴ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＮＡＶ
ＩＧＡＴＩＮＧ　ＤＡＴＡ　ＳＣＲＥＥＮＳ」の米国仮特許出願第６０／５４６，６８７
号（２００４年２月２０日出願）、タイトルが「ＭＯＢＩＬＥ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＳＳＩ
ＳＴＡＮＣＥ，　ＭＯＢＩＬＥ　ＤＥＶＩＣＥ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ，　ＡＮＤ　ＣＡ
ＬＬ　ＩＮＴＥＲＣＥＰＴＯＲ　ＦＯＲ　ＭＯＢＩＬＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ」の米国仮特許
出願第６０／５９０，１５２号（２００４年７月２１日出願）、タイトルが「ＳＥＣＵＲ
Ｅ　ＭＯＢＩＬＥ　ＤＥＶＩＣＥ　ＳＯＦＴＷＡＲＥ　ＥＸＥＣＵＴＩＯＮ，　ＨＥＬＰ
－ＳＵＰＰＯＲＴ－ＣＡＲＥ　ＩＮＩＴＩＡＴＩＯＮ　ＦＯＲ　ＭＯＢＩＬＥ　ＤＥＶＩ
ＣＥＳ，　ＡＮＤ　ＳＭＡＲＴ　ＮＥＴＷＯＲＫ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＳＥＬ
ＥＣＴＩＯＮ　ＦＯＲ　ＭＯＢＩＬＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ」の米国仮特許出願第６０／６１
１，６０７号（２００４年９月２１日出願）、タイトルが「ＣＡＬＬ　ＩＮＴＥＲＣＥＰ
Ｔ　ＭＥＴＨＯＤＳ，　ＳＵＣＨ　ＡＳ　ＦＯＲ　ＣＵＳＴＯＭＥＲ　ＳＥＬＦ－ＳＵＰ
ＰＯＲＴ　ＯＮ　Ａ　ＭＯＢＩＬＥ　ＤＥＶＩＣＥ」の米国特許出願第＿＿＿号（２００
５年２月１１日出願、代理人整理番号４１６５８．８００１）の利益を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　顧客セルフサポートの電話に対処する現在の方法は、多くの場合、コールセンターへの
電話およびネットワークからのデータ読み出しを必要とする。例えば、加入者は自身のモ
バイルデバイスから「６１１」や「１３３」などの顧客サポート番号をダイヤルすること
ができる。加入者が顧客サポート番号をダイヤルすると、自動システムがその電話に応答
し、加入者にオプションのメニューを提供することができる。加入者はモバイルデバイス
上のボタンを押下することによって、または音声認識ソフトウェアを通じて、メニューか
らオプションを選択する。加入者がオプションを選択することによりデータを要求すると
、自動システムは当該データをネットワークから読み出し、モバイルデバイスを通じてそ
のデータを加入者に配信する。あるいは、ＰｏｃｋｅｔＴｈｉｓなどの第３者アプリケー
ションは、ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）またはＷＡＰ（ワイヤレスアプリケー
ションプロトコル）プッシュを介し、ネットワークから独立してモバイルデバイスにコン
テンツを提供することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　課題は、モバイルデバイス用の顧客セルフサポートの現在の実装に関連する。現行のシ
ステムは加入者にデータを提供するために外部ネットワークの使用に依存している。顧客
セルフサポートのために外部ネットワークを使用することによって、多大な帯域幅を消費
し、ネットワークを輻輳させ、顧客応答時間を遅延させ、モバイルデバイスキャリアの費
用を増大させる場合がある。さらに、複数のオプションを持つ自動システムを使用するこ
とによって、待ち呼時間が長くなり、携帯キャリアおよび顧客にかかる通話料が増大し、
待ち呼時間が長くなったことにより顧客を失う場合がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、例えば、以下を提供する。
（項目１）
　ワイヤレス通信ネットワークにおいて、携帯電話にてアシスタンスを提供するための方
法であって、
　命令または情報の要求を示すユーザ入力の電話番号を、前記ワイヤレス通信ネットワー
クに連結されたコールセンターの顧客サポート係員から携帯電話で受信することと、



(5) JP 5595357 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

　前記電話番号に基づいて前記ワイヤレス通信ネットワークへ電話をかける前または後に
、前記電話番号が、前記携帯電話に格納されている特定の電話番号と一致することを判定
することと、
　前記携帯電話にローカルに格納されたアプリケーションを起動することであって、前記
ローカルに格納されたアプリケーションは、前記入力された電話番号が前記特定の格納さ
れた電話番号と一致することを検出した際に複数のローカル顧客サポート機能の表示可能
なリストを提供する、ことと、
　前記表示されたリスト上での、前記複数のローカル顧客サポート機能のうちの１つのユ
ーザ入力の選択を受信することと、
　前記受信されたユーザ入力の選択に応答して、情報の少なくとも１つの表示可能な画面
を提供することと
　を含む、方法。
（項目２）
　前記起動することは、機器ベースのサポートセッションを開始するためにウェブブラウ
ザを起動することと、顧客サポートに関連する情報を有するページをダウンロードするこ
ととを含む、項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記起動することは、メッセージをダウンロードすることと、前記メッセージに基づい
てユーザに情報を表示することとを含み、前記メッセージは前記複数のローカル顧客サポ
ート機能のうちの前記１つに関連するウェブページへのハイパーテキストリンクを含む、
項目１に記載の方法。
（項目４）
　前記起動することは、前記携帯電話のディスプレイ上のユーザインターフェイス画面を
起動することを含み、前記画面は、前記複数のローカル顧客サポート機能のうちの前記１
つに関連する前記情報を含む、項目１に記載の方法。
（項目５）
　ネットワークに連結されたリモートデバイスにリモートデバイスアシスタンスを提供す
るための方法であって、
　前記リモートデバイスにおいてアシスタンス要求を傍受することと、
　前記モバイルデバイスにおいて少なくとも１つのタスクをローカルに実行することと、
　前記要求および前記少なくとも１つのタスクに基づいて、前記リモートデバイスにおけ
る情報を自動的に修正すること、または、前記要求を解決し易いようにあらかじめ定めら
れた所定の一連の動作を前記リモートデバイスにおいてローカルに実行することと
　を含む、方法。
（項目６）
　前記自動的に修正することは、ユーザ主導のマニュアルサポートか、前記デバイスにお
けるイベントに基づくプロアクティブサポートか、特定のデバイス状態またはユーザアク
ションに反応するリアクティブサポートかを提供することを含む、項目５に記載の方法。
（項目７）
　前記自動的に修正することは、前記リモートデバイスのためのローカルメモリ内の特定
の位置を訂正すること、前記ローカルメモリに情報を再インストールすること、前記ロー
カルメモリに更新された情報をインストールすること、または、前記リモートデバイスが
接続されている前記ネットワークにおける命令を更新することを含む、項目５に記載の方
法。
（項目８）
　前記方法は、ソフトウェアモジュールを使用して前記リモートデバイス上に実装される
、項目５に記載の方法。
（項目９）
　前記方法は、カスタム集積回路を使用して前記リモートデバイス上に実装される、項目
５に記載の方法。
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（項目１０）
　コンピュータ可読媒体であって、該コンピュータ可読媒体のコンテンツは、少なくとも
１つの通信モバイルデバイスに、該モバイルデバイスにおいてローカルアクションを実行
するために、通話を傍受するための方法を実行させ、
　前記方法は、
　前記モバイルデバイスにおいて通話の開始を検出することと、
　前記通話の番号が特定の電話番号に一致することを判定することと、
　前記通話を傍受し前記通話を前記モバイルデバイスへ再送することと、
　前記再送された通話に基づいて前記モバイルデバイスにおいてローカルアクションを実
行することと
　を含む、コンピュータ可読媒体。
（項目１１）
　前記判定することは、前記特定の番号がサポートコールセンターの番号と一致すること
を判定することを含み、前記通話は、サポートコールセンターまたはプロキシコールセン
ターにおいてソフトウェアによって傍受される、項目１０に記載のコンピュータ可読媒体
。
（項目１２）
　前記判定することは、前記特定の番号が電話番号と一致することを判定することを含む
、項目１０に記載のコンピュータ可読媒体。
（項目１３）
　前記媒体は、取り外し可能な加入者識別モジュールを含む、項目１０に記載のコンピュ
ータ可読媒体。
（項目１４）
　前記媒体は、前記モバイルデバイスのメモリである、項目１０に記載のコンピュータ可
読媒体。
（項目１５）
　前記コンピュータ可読媒体は、前記コンテンツを受信するコンピュータネットワークに
おける論理ノードである、項目１０に記載のコンピュータ可読媒体。
（項目１６）
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータ可読ディスクである、項目１０に記載のコ
ンピュータ可読媒体。
（項目１７）
　前記コンピュータ可読媒体は、前記コンテンツを含む生成されたデータ信号を伝えるデ
ータ伝送媒体である、項目１０に記載のコンピュータ可読媒体。
（項目１８）
　前記モバイルデバイスとのユーザ対話に関連するデータを集めてローカルに格納するこ
とと、通信サービスプロバイダのサーバコンピュータに前記データを提供することとをさ
らに含む、項目１０に記載のコンピュータ可読媒体。
（項目１９）
　モバイルデバイスにおいて通話を傍受するための装置であって、
　通話のために入力された電話番号および要求を、前記入力された電話番号を使用して前
記モバイルデバイスにおいて検出する手段と、
　前記入力された電話番号が前記モバイルデバイスに格納されている特定の電話番号と一
致することを判定する手段と、
　前記入力された電話番号が前記特定の格納された電話番号と一致することを検出した際
、顧客サポート機能をローカルに提供するためにアプリケーションを起動する手段と
　を備える、装置。
（項目２０）
　前記起動する手段は、機器ベースのサポートセッションを開始するため、または顧客サ
ポートに関連する情報を有するページをダウンロードするために、ウェブブラウザを起動
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する手段を含む、項目１９に記載の装置。
（項目２１）
　前記起動する手段は、メッセージをダウンロードし、前記メッセージに基づいてユーザ
に情報を表示する手段を含む、項目１９に記載の装置。
（項目２２）
　前記ダウンロードする手段は、ハイパーテキストリンクをダウンロードする手段を含む
、項目２１に記載の装置。
（項目２３）
　前記起動する手段は、ユーザが実行するために、前記モバイルデバイス用のディスプレ
イ上に段階的に表示する手段を含む、項目１９に記載の装置。
（項目２４）
　前記起動する手段は、前記モバイルデバイスに格納されているデータへのアクセスまた
は変更をするために、少なくとも１つの実行可能なモジュールを起動する手段を含み、前
記実行可能なモジュールは、特別なコマンドをダイヤルし、前記モバイルデバイスにおい
て設定を変更し、前記モバイルデバイスにおいてパスワードまたはロックコードを格納ま
たは読み出し、サービスプロバイダのネットワークまたはリモートインターネットサーバ
上のデータへのアクセスまたは変更をし、もしくはインストール、機器構成、または状態
確認のために新規ソフトウェアまたはデータをダウンロードする、項目１９に記載の装置
。
（項目２５）
　前記モバイルデバイスの動作に関連する認証を実行する手段をさらに含む、項目１９に
記載の装置。
（項目２６）
　ワイヤレスネットワークと連絡を取り合うための携帯型ワイヤレス通信装置であって、
　ディスプレイ画面と、
　少なくとも１つの入力デバイスと、
　無線受信機と、
　メモリと、
　前記ディスプレイ画面、入力デバイス、無線受信機、およびメモリに連結されたプロセ
ッサと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　ユーザによる携帯型装置アプリケーションの最初の使用を検出し、
　前記携帯型通信装置から自動的にデータを収集し、
　前記ユーザからの入力を受信し、
　前記ユーザからの前記入力に応答して、前記メモリに格納されているトレーニングアプ
リケーションを自動的に起動する
　ようにプログラムされる、携帯型ワイヤレス通信装置。
（項目２７）
　前記トレーニングアプリケーションは、前記携帯型装置アプリケーションに関連する、
項目２６に記載の携帯型通信装置。
（項目２８）
　前記トレーミングアプリケーションは、命令のセットを含む、項目２６に記載の携帯型
通信装置。
（項目２９）
　前記携帯型通信装置からデータを収集することは、携帯型通信装置の構成データおよび
携帯型通信装置の設定データを収集することを含む、項目２６に記載の携帯型通信装置。
（項目３０）
　第１の携帯型装置アプリケーション用の第１のトレーニングアプリケーションは、第２
の携帯型装置アプリケーション用の第２のトレーニングアプリケーションを起動する、項
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目２６に記載の携帯型通信装置。
（項目３１）
　前記プロセッサに連結された自動データ収集デバイス、バイオメトリクス読み取り装置
、またはメディア出力デバイスをさらに備える、項目２６に記載の携帯型通信装置。
（項目３２）
　前記トレーニングアプリケーションの結果は、分析のために記録される、項目２６に記
載の携帯型通信装置。
（項目３３）
　前記トレーニングアプリケーションは、指導文およびオプションのリストを含む、項目
２６に記載の携帯型通信装置。
（項目３４）
　前記プロセッサは、前記ユーザから前記入力を再度受信し、前記ユーザから前記入力を
最初に受信してから所定の時間が経過した場合に、前記入力に応答して自動的に前記トレ
ーニングアプリケーションを再度起動するようにさらに構成される、項目２６に記載の携
帯型通信装置。
（項目３５）
　ネットワークに連結されたモバイルデバイスのユーザにアシスタンスを提供するための
方法であって、
　前記モバイルデバイスにおけるアクティビティのログをキャプチャすることであって、
前記アクティビティのログは、前記モバイルデバイスのためのコンテキストを定義する、
ことと、
　複数の標準スクリプタブル機能を生成することであって、前記複数の標準スクリプタブ
ル機能は、前記モバイルデバイスの現在のコンテキストに基づく前記デバイスの前記ユー
ザをアシストするために、前記モバイルデバイスにおいてローカルに実行される少なくと
も１つのコンテキストに応じたサービス機能を作成するように結合される、ことと
　を含む、方法。
（項目３６）
　ネットワークに連結されたモバイルデバイスのユーザにアシスタンスを提供するための
方法であって、
　前記モバイルデバイスからの状態情報および前記モバイルデバイスでのユーザアクショ
ンを、前記ネットワークから受信することであって、前記モバイルデバイス上のスクリプ
トは、周期的に、または前記ネットワークから受信された信号に応答して、前記状態情報
およびユーザアクションを提供する、ことと、
　前記受信された状態情報およびユーザアクションをコールセンターエージェントのコン
ピュータに表示することと
　を含む、方法。
（項目３７）
　前記コールセンターのコンピュータにおいて入力を受信することと、前記入力に応答し
て、前記モバイルデバイスの機能を変更するため、または前記モバイルデバイスに新規デ
ータを格納するために、コマンドを発行することとをさらに含む、項目３６に記載の方法
。
【０００５】
　本明細書で提供した見出しは便宜上のみのものであり、請求の範囲に記載されている発
明の範囲または意味に必ずしも影響を与えるものではない。
【０００６】
　図面において、同一の参照番号および頭字語は、理解を容易にするためおよび便宜上、
同一または同様の機能性と同一の要素または作用であるとする。いかなる要素または作用
の考察も容易に識別するために参照番号において最も重要な数字は、当該要素が最初に記
載される図番である（例えば、要素１１０４は図１１を参照して最初に記載および考察さ
れる）。
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【０００７】
　この開示の一部は、著作権の請求がなされている資料を含む。著作権所有者は、特許商
標庁のファイルまたは記録にあるように、いかなる人物による特許文書または特許開示（
図を含む）の複製に対しても異議を有さないが、著作権所有者はその他すべての著作権を
保有する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、電話傍受方法および顧客セルフサポートが実装できるモバイルデバイス
を説明する概略図である。
【図２】図２は、電話傍受方法および顧客セルフサポートを実装するためのシステムアー
キテクチャを説明する概略図である。
【図３】図３は、ネットワークべースのサービスおよび図２のモバイルデバイスのための
システムアーキテクチャを説明する概略図である。
【図４】図４は、図１のモバイルデバイスのためのアーキテクチャを説明する概略図であ
る。
【図５】図５は、顧客サポートをローカルに提供するためのモバイルデバイス上のディス
プレイを説明する図である。
【図６Ａ】図６Ａは、モバイルデバイスにおいて顧客サービスサポートを傍受しリダイレ
クトするための基本ルーチンを説明する流れ図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、モバイルデバイスにおいて顧客サービスサポートを傍受しリダイレ
クトするための詳細なルーチンを説明する流れ図である。
【図７】図７は、電話が顧客サポートコールセンターに接続された後に電話を傍受しリダ
イレクトするためのルーチンを説明する流れ図である。
【図８Ａ】図８Ａは、電話傍受方法を実行するためのソフトウェアルーチンを説明する流
れ図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、問い合わせ件数が多いときに加入者に折り返し電話するよう顧客サ
ポートに通知するためのルーチンを説明する流れ図である。
【図８Ｃ】図８Ｃは、顧客サポート問題に対するソリューションにアクセスするためのル
ーチンを説明する流れ図である。
【図８Ｄ】図８Ｄは、モバイルデバイス上の表示要素を変更するためのルーチンを説明す
る流れ図である。
【図９Ａ】図９Ａは、モバイルデバイス上で解除するＳＩＭ（加入者識別モジュール）用
のルーチンを説明するための図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、モバイルデバイス上で解除するＳＩＭ（加入者識別モジュール）用
のルーチンを説明するための図である。
【図１０】図１０Ａから１０Ｃは、モバイルデバイスアプリケーションがどのようにして
自動的に加入者のモバイルデバイスにおけるローミングを検出および補正できるかを説明
している。
【図１１】図１１Ａから１１Ｃは、３つの異なる加入者グループに対する３つの異なるレ
ベルのサービスを説明している。
【図１２】図１２Ａおよび１２Ｂは、イベントに基づいてコンテキストに応じたアシスタ
ンスを説明している。
【図１３】図１３は、電話傍受機能と対話するモバイルデバイス上で動作する様々なアプ
リケーションを説明する流れ図である。
【図１４】図１４は、モバイルデバイスアプリケーションのリモート起動を説明する概略
図である。
【図１５Ａ】図１５Ａは、モバイルデバイスベースの顧客サポートのためのコールルーテ
ィングシステムを説明する流れ図である。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、モバイルデバイスアプリケーションを使用してモバイルデバイ
ス上でローカルに顧客サポートを提供するための様々なオプションを説明する流れ図であ
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る。
【図１６】図１６は、ネットワークとモバイルデバイスとの間の通信データ用のルーチン
を説明する流れ図である。
【図１７Ａ】図１７Ａは、ＷＡＰ（ワイヤレスアプリケーションプロトコル）プッシュを
使用するネットワークとモバイルデバイスとの間の通信データ用のルーチンを説明する流
れ図である。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、ＳＩＭ（加入者識別モジュール）カードによるネットワークと
モバイルデバイスとの間の通信データ用のルーチンを説明する流れ図である。
【図１８】図１８は、ＳＩＭ／ＵＳＩＭ（汎用加入者識別モジュール）の呼制御機能を使
用してモバイルデバイスから顧客サービスサポート電話を傍受およびリダイレクトするた
めのルーチンを説明する流れ図である。
【図１９】図１９は、加入者のモバイルデバイスに関連するデータをリモートでモニター
および収集するためのディスプレイを説明する図である。
【図２０】図２０は、ネットワーク変更についての加入者へのプロアクティブ通知メッセ
ージを説明するモバイルデバイス表示画面である。
【図２１－１】図２１Ａから２１Ｆは、加入者が宣伝広告に適格であるか否かをモバイル
デバイス上でローカルに検証する方法を説明している。
【図２１－２】図２１Ａから２１Ｆは、加入者が宣伝広告に適格であるか否かをモバイル
デバイス上でローカルに検証する方法を説明している。
【図２２】図２２は、モバイルデバイスがリモートデバイスと通信を行う代替の実施形態
を説明するブロック図である。
【図２３】図２３は、ユーザをアシストするためのコンテキストに応じた画面を説明する
図である。
【図２４】図２４は、加入者のモバイルデバイスに関連するデータをリモートでモニター
および収集するためのディスプレイを説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　（詳細な説明）
　様々な実施形態を参照して、本発明を説明する。以下の説明は、本発明のこれらの実施
形態についての十分な理解、および実施可能要件のための具体的な詳細を提供するもので
ある。しかしながら、当業者であれば、本発明がこれらの詳細がなくとも実践できること
を理解するであろう。別の例において、本発明の実施形態の説明を不必要に分かりにくく
するのを回避するため、公知の構造および機能は詳細に図示または記載されていない。
【００１０】
　以下に提示する明細書中で使用されている専門用語は、本発明のある特定の実施形態の
詳細な説明と併せて使用される場合であっても、最も広範で合理的な方式で解釈されるこ
とが意図されている。以下において、特定の用語が重視されている場合もあるが、任意の
制限された方式で解釈されることを意図されているいかなる専門用語もこの（詳細な説明
）の項で、そのように、公然かつ具体的に定義される。
【００１１】
　例えば顧客セルフサポートなどの高度サービスを提供するためのモバイルデバイスから
電話をローカルに傍受する方法が開示されている。加入者は、各自のモバイルデバイスで
１つ以上の所定の番号をダイヤルすることができる。モバイルデバイス上のソフトウェア
は、その番号があらかじめ定められた番号（例えば顧客サポート番号など）の１つに相当
するか否かを判定する。電話機は番号がダイヤルされた際、通話が終了した際、通話の保
留中などに通話を傍受することができる。ダイヤルされた番号が例えば顧客サポートサー
ビス番号に相当する番号と一致する場合、モバイルデバイスはかけようとした電話を中断
し、加入者の問題を解決する可能性のあるソリューションのリストをモバイルデバイスに
表示する。解決する可能性のあるソリューションのリストは、ネットワークではなくモバ
イルデバイス自体にローカルに格納されている。各ソリューションは、加入者が実行する
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ための段階的な手順、情報および図形を組み合わせたもの、電話機のデータにアクセスお
よびそれを変更する複数の実行可能なもの、通信事業者ネットワークまたはリモートイン
ターネットサーバのデータにアクセスおよびそれを変更する複数の実行可能なもの、もし
くはその他であってよい。
【００１２】
　図１は、本発明のいくつかの実施形態に従って電話傍受方法および顧客セルフサポート
が実装できるモバイルデバイス１００を説明している。受信機／復調器１０４はアンテナ
１０２を経由して伝送された信号を受信し、伝送された元の信号を再構成する。伝送され
た信号は、デコーダ１０８、プロセッサ１１２、およびＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ
）１１４からなるマイクロコントローラ１０６へ送信される。デコーダ１０８は信号を意
味のあるデータに翻訳し、その他のデバイスにインターフェイスで接続する。デコードさ
れたデータは、加入者入力１１０とともにプロセッサ１１２へ送信される。またモバイル
デバイスは、自動ＲＦＩＤタグ（無線ＩＣタグ）リーダ、磁気カードリーダ、バーコード
リーダなどを含む場合がある、プロセッサ１１２にリンクされた自動データ収集１２０ユ
ニット等、任意のコンポーネントを含んでもよい。追加で、または代替として、モバイル
デバイスは、バイオメトリクス読み取り装置（例えば、親指指紋リーダ、音声指紋認識機
能等）および／またはメディア出力デバイス（例えば、ＭＰ３プレーヤー、テレビチュー
ナー／プレーヤー等）１２０を含んでもよい。モバイルデバイスはまた、加入者識別モジ
ュール（ＳＩＭ）１２２を含んでもよい。プロセッサ１１２の出力は、プログラム可能な
不揮発性メモリ１１６またはＲＡＭメモリ１１８に格納することができる。
【００１３】
　図２は、電話傍受方法および顧客セルフサポートを実装するためのシステムアーキテク
チャを説明している。システムアーキテクチャは、ハンドセットベースのサービス２００
、モバイルデバイス１００、およびネットワークベースのサービス２０４という３つのコ
ンポーネントを含む。図１および本明細書における考察は、本発明を実装可能な適合する
通信、またはコンピューティング環境の簡潔な概要を提供する。必要ではないが、モバイ
ルデバイス、サーバコンピュータ、またはパーソナルコンピュータなどの汎用コンピュー
タによって実行されるルーチンなど、コンピュータで実行可能な命令の一般的なコンテキ
ストに、本発明の側面を記載する。当業者であれば、本発明はその他の通信、データ処理
、もしくはインターネットアプライアンス、ハンドヘルドデバイス（携帯情報端末（ＰＤ
Ａ）を含む）、ウェアラブルコンピュータ、すべての方式のセルラーまたは携帯電話、マ
ルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベースまたはプログラム可能な家電、セッ
トトップボックス、ネットワークＰＣ、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ
などを含むコンピュータシステム構成で実践できることを十分に理解するであろう。実際
に、「コンピュータ」「ホスト」「ホストコンピュータ」「モバイルデバイス」「ハンド
セット」という用語は、本明細書では概して同義的に使用されており、任意のデータプロ
セッサに加えて上記のデバイスおよびシステムのうちのいずれかを意味する。
【００１４】
　本発明の側面は、本明細書で詳細に説明した、コンピュータで実行可能な命令のうちの
１つ以上を実行するために具体的にプログラムされる、設定される、または構成される特
定用途のコンピュータデバイスまたはデータプロセッサにおいて具現化され得る。本発明
の側面は、タスクまたはモジュールがローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエ
リアネットワーク（ＷＡＮ）、またはインターネットなどの通信ネットワークによってリ
ンクされているリモート処理デバイスによって実行される分散型コンピューティング環境
において実践される場合もある。分散型コンピューティング環境では、プログラムモジュ
ールはローカルおよびリモート両方のメモリストレージデバイスにあってよい。
【００１５】
　本発明の側面は、磁気的または光学的に可読であるコンピュータディスク、ハードウェ
アに組み込まれている、またはあらかじめプログラムされたチップ（例えば、ＥＥＰＲＯ
Ｍ半導体チップ）、ナノテクノロジーメモリ、生物学的メモリ、またはその他のデータス
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トレージメディアを含むコンピュータ可読媒体に格納または配信される場合がある。実際
に、命令、データ構造、画面表示、およびその他のデータを本発明の側面のもとに実装し
たコンピュータは、インターネットまたはその他のネットワーク（ワイヤレスネットワー
クを含む）上で、伝播媒体上の伝播信号（例えば、電磁波、音波等）にある期間にわたっ
て配信されてもよいし、またはいずれのアナログまたはデジタルネットワーク（パケット
交換、回線交換、またはその他のスキーム）上に提供されてもよい。当業者であれば、本
発明の一部がサーバコンピュータに存在し、一方で対応する部分がモバイルまたは携帯型
デバイスなどのクライアントコンピュータに存在し、したがって、特定のハードウェアプ
ラットフォームが本明細書において記載されているが、本発明の側面はネットワーク上の
ノードにも同様に適用できることを認識するであろう。代替の実施形態において、モバイ
ルデバイスまたは携帯型デバイスはサーバ部分を意味する場合があり、一方でサーバはク
ライアント部分を意味する場合がある。
【００１６】
　ハンドセットベースのサービス２００は、実行可能なソフトウェア、ソフトウェア構成
、ハードウェア構成および制御、ならびにハンドセットオペレーティングシステムインタ
ーフェイスを含んでよい。本明細書で開示されているように、実行可能なソフトウェアは
、モバイルデバイスまたは関連のメモリデバイスに格納され、いずれも恒久的または一時
的にハードウェアまたはワイヤレス接続性によって接続されたいかなるソフトウェアプロ
グラムを含んでもよいが、これらに限定されない。モバイルデバイス１００は、認証シス
テム２０８（例えば、ＳＩＭによる）、ハードウェアインターフェイス２１０、レポート
システム２１２、スクリプトインターフェイス２１４、スクリプトプラットフォーム２１
６、データ２１８、およびスクリプト２２０を含んでよい。ネットワークベースのサービ
ス２０４は、ネットワーク２０６、モバイルネットワークサービス２２２、モバイルネッ
トワークオペレータ顧客サービスシステム２２４、ホスト情報管理システム２２６、更新
されたスクリプト２２８、およびレポートデータ２３０を含んでよい。モバイルデバイス
１００およびネットワークベースのサービス２０４のコンポーネントについて、以下で説
明する。
【００１７】
　モバイルデバイス１００内のコンポーネントにより、当該デバイスはハンドセットベー
スのサービス２００とネットワークベースのサービス２０４の両方を統合することができ
る。認証システム２０８は、ＳＩＭ（加入者識別モジュール）カードベースまたはスタン
ドアロンの認証を実装して、望ましいレベルのセキュリティのためのネットワーク要件を
満たすことができる。ネットワーク要件を満たすためにシステムを認証することは必要で
はないが、多くの場合に推奨される。
【００１８】
　ハードウェアインターフェイス２１０は、ネットワークまたは電話ベースの顧客サポー
トサービスとインターフェイスで接続するのに必要なハードウェアインターフェイス要素
を読み出すことができる。ハードウェアインターフェイス要素の例としては、ボリューム
変更、周波数変更、ＳＩＭ（加入者識別モジュール）ＩＤ読み出し、ＳＩＭまたは無線ハ
ードウェアからの接続状態などが挙げられる。レポートシステム２１２は、モバイルデバ
イスによって報告されたデータを収集し、ネットワーク２０６へ転送することができる。
レポートシステム２１２は、セキュリティを強化するためにハンドセット識別情報を暗号
化することもできる。ホスト情報管理システム２２６だけがハンドセット識別情報を解読
できるように情報をエンコードしてもよい。
【００１９】
　スクリプトインターフェイス２１４は、顧客サポートサービスのための標準アプリケー
ションプログラミングインターフェイスとしての役割を果たす。より具体的には、スクリ
プトインターフェイス２１４は、スクリプト２２０と様々なハードウェア固有かつ実行可
能な、プログラム固有の機能との間にインターフェイスを提供する。スクリプトインター
フェイス２１４によって、単一の顧客サービススクリプトを複数のオペレーティングシス
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テムおよびハードウェア構成にわたって配備することができる。さらに、スクリプトイン
ターフェイス２１４は、ハードウェア／ＯＳ側およびスクリプトインターフェイス両方の
ための標準ＡＰＩ（アプリケーションプログラミングインターフェイス）を含む。
【００２０】
　スクリプトプラットフォーム２１６は、情報を取得するため、電話機の設定を変更また
は訂正するため、および以下で説明するようなさらなる機能を実行するために、スクリプ
トインターフェイスを介して通話をうまく組み合わせることができる。スクリプトプラッ
トフォーム２１６は、すべてのスクリプト２２０を認証、起動、および更新し、更新およ
び変更のレポートを管理し、ホスト情報管理システム２２６と通信を行い、ＧＵＩ（グラ
フィカルユーザインターフェイス）と通信を行い、ならびに顧客調査およびインタビュー
を管理する。ホスト情報管理システム２２６は、ＵＳＳＤ（Ｕｎｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　
Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｄａｔａ；非構造付加サービスデータ
）、ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）、ＩＰ（インターネットプロトコル）、また
はモバイルデバイスがサポートするその他任意のネットワーク接続性を介してスクリプト
プラットフォーム２１６に通知をプッシュすることができる。スクリプトプラットフォー
ム２１６は認証後にスクリプト２２０を起動することができ、スクリプト２２０はネット
ワーク２０６または電話機に対して認証され得る。
【００２１】
　ネットワークベースのサービス２０４内のコンポーネントにより、モバイルデバイス１
００はネットワーク２０６と通信を行い、そこからデータを読み出すことができる。ネッ
トワークベースのサービス２０４は、有線および無線システムを含んでよい。モバイルネ
ットワークサービス２２２は、ビリング、ＣＲＭ（カスタマーリレーションシップマネジ
メント）、プロビジョニングなどを含む１つ以上のシステムからなってもよい。さらに、
モバイルネットワークサービス２２２は、標準ネットワークプロトコル（ＩＰ、ＤＴＭＰ
（Ｄｕａｌ－Ｔｏｎｅ　Ｍｕｌｔｉ－Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ；デュアルトーンマルチ周波数
）、ＳＭＳ、ＵＳＳＤ等）を介して、モバイルデバイスによって作られたデータコールを
返すことができる。
【００２２】
　モバイルネットワークオペレータ顧客サービスシステム２２４は、ビリング、ＣＲＭ、
プロビジョニングなどを含む、顧客サービスに関連する１つ以上のシステムからなっても
よい。ホスト情報管理システム２２６はモバイルデバイスとホストコンピュータサポート
システムとの間の対話を制御する。ホスト情報管理システム２２６は、モバイルデバイス
に更新を伝送することができる。モバイルデバイスは一般に、独自のＩＤまたはシリアル
番号、および携帯電話番号を用いる。レポートデータ２３０は、モバイルデバイスから集
めたレポート情報のためのストレージを提供する。更新されたスクリプト２２８は、ホス
トコンピュータサポートシステムがモバイルデバイスに提供するスクリプトからなる。更
新されたスクリプト２２８は、ホスト情報管理システム２２６の要求どおりに管理および
バージョンを変更することができ、特定の加入者または加入者グループをターゲットにす
ることができ、またレポートおよび顧客インタビュー調査の要求を含むことができる。
【００２３】
　図３は、ネットワークベースのサービス２０４およびモバイルデバイス１００用のシス
テムアーキテクチャを説明している。ネットワークベースのサービス２０４は、コースセ
ンターシステム３０４、デバイスデータ３０６、加入者経験データ３０８、およびプロビ
ジョニングエージェント３１０を含む。コールセンターシステム３０４は顧客ケアシステ
ム３２６の一部であってよく、デバイスデータ３０６は性能管理システム３２８の一部で
あってよく、加入者経験データ３０８はビジネスインテリジェンスシステム３３０の一部
であってよい。コールセンターシステム３０４は、設定をリモートで管理し、加入者の許
可を求めることなくモバイルデバイス１００からＯＴＡ（ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　ａｉｒ；無
線）でデータを収集することができる。コールセンターシステム３０４は、自動的にデバ
イスデータ（例えば、ハンドセットＩＤおよび携帯電話番号）３０６および加入者経験デ
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ータ（例えば、顧客サービス問題の性質）３０８をモバイルデバイス１００から収集する
ことができる。デバイスデータ３０６および加入者経験データ３０８は、ネットワークベ
ースのサービスに統合されるか、またはスタンドアロンで使用されてよい。
【００２４】
　プロビジョニングエージェント３１０は、更新されたスクリプト２２８およびレポート
データ２３０と対話を行う。プロビジョニングエージェントは、デバイスデータ３０６お
よび加入者経験データ３０８に関連するレポートデータ２３０をモバイルデバイス１００
から収集する。プロビジョニングエージェントは、適切なスクリプトをモバイルデバイス
１００に伝送することによってリアルタイムで加入者問題の訂正も行う。モバイルデバイ
ス１００へのスクリプト伝送およびそこからのデータ収集は、ネットワーク内または外部
でホストされる場合がある。さらに、更新されたスクリプト２２８およびレポートデータ
３０６は、ＳＱＬ（Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　Ｑｕｅｒｙ　Ｌａｎｇｕａｇｅ；構造化照会
言語）データベース３２４に格納されることができる。
【００２５】
　モバイルデバイス１００は、レンダリングプラットフォーム３１２（例えば、Ｃ＋＋に
おいて実装される）、任意のＵＩ（ユーザインターフェイス）サーバ３１４、クライアン
ト３１６、およびスクリプトインターフェイス２１４を含んでよい。クライアント３１６
は加入者データを含むレポートを生成しネットワークベースのサービス２０４に伝送する
。クライアント３１６は、加入者問題を訂正できるスクリプト３２０をネットワークベー
スのサービス２０４から受信する。スクリプトインターフェイス２１４は、複数のオペレ
ーティングシステムおよびハードウェア構成による単一のスクリプトの実行を可能にする
。さらに、モバイルデバイス１００はＯＳ（オペレーティングシステム）３１８、特定の
ＯＥＭ（Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒ；相手先ブ
ランド製造）３２２、およびデバイスハードウェア３２０を含んでもよい。
【００２６】
　図４は、モバイルデバイス１００のためのアーキテクチャを説明している。レンダリン
グプラットフォーム３１２、ＵＩサーバ３１４、およびスクリプトプロセッサ４０６はオ
ペレータ固有のスクリプト４００を処理する、またはその処理に関与する。オペレータ固
有のスクリプト４００は、ワイヤレスサービスプロバイダ特有のもの（好適なユーザイン
ターフェイスを提供するものなど）を含む、課金情報、支払い、転送電話、オンラインフ
ォトアルバムの設置などに係るスクリプトを含んでよい。スクリプトデータベース４１０
およびレポートデータベース４１２を含むＯＳネイティブのエンジン４０８は、ＯＳ固有
のコード４０２を利用する。スクリプトインターフェイス２１４はハンドセット固有のコ
ード４０４を利用する。ハンドセット固有のコード４０４は、ＳＩＭ４１４、ＯＳ３１８
、ＯＥＭ３２２、およびハンドセットハードウェア３２０にも適用できる。
【００２７】
　図５は、顧客サポートをローカルに提供するためのモバイルデバイス１００上のディス
プレイ５０４を説明している。図５（およびその他の画面表示）を参照すると、本明細書
に記載されているあるタスクを実行するための代表的な電話機またはコンピュータのディ
スプレイ、もしくはウェブページが示されている。画面は、記入するフィールドを持つ書
式、メニュー選択、いくつかのオプションのうち１つ以上を選択できるようにするプルダ
ウンメニューまたはエントリ、ボタン、スライダ、ハイパーテキストリンクもしくはユー
ザ入力を受信するためのその他公知のユーザインターフェイスツールなど、入力データを
受信するための設備を提供する。図を参照してユーザに情報を表示する、ある手法を示し
て説明しているが、当業者であればその他様々な代替を用いることができることを認識す
るであろう。「画面」「ウェブページ」および「ページ」という用語は、本明細書では概
して同義的に使用される。
【００２８】
　画面は、表示記述、グラフィカルユーザインターフェイス、またはその他コンピュータ
画面上に情報を表す方法（例えば、コマンド、リンク、フォント、カラー、レイアウト、
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サイズおよび相対位置等）として格納され、ここでページに表示されるレイアウトおよび
情報またはコンテンツはデータベースに格納されている。一般的に、「リンク」は、ネッ
トワーク上にサイトまたはノードを有する機関によって提供される表示記述など、ネット
ワーク上でリソースを識別する任意のリソースロケータを意味する。「表示記述」は、本
明細書で一般的に使用される場合、電子メールまたは文字／コードベースの形式、アルゴ
リズムベースの形式（例えば、生成されたベクトル）、フラッシュ形式、もしくはマトリ
クスまたはビットマップ形式などのその他の形式に加えて、上記いずれかの形式でコンピ
ュータ画面上に情報を自動的に表示する任意の方法を意味する。
【００２９】
　加入者は、「６１１」などの顧客サポート番号をダイヤルすることによって画面５０２
上のディスプレイ５０４にアクセスすることができる。ディスプレイ５０４は自動的に主
要な問題または質問のリスト５００を加入者に提供し、よくある顧客サポート質問に回答
することができる。加入者は、さらなるオプションボタン５０８を使用してディスプレイ
５０４上にスクロールダウンし、さらなる項目を見ることができる。加入者は、選択ボタ
ン５０６を使用してリストから項目を選択することができる。項目を選択することで、モ
バイルデバイス１００は関連するデータをプログラム可能な不揮発性メモリ１１６からロ
ーカルで読み出すことができる。
【００３０】
　図６Ａは、モバイルデバイスにおいて顧客サービスサポート電話を傍受しリダイレクト
するための基本ルーチンを説明している。ブロック６０２において、加入者は「６１１」
などの顧客サービスサポート番号をダイヤルし、顧客サポートコールセンターにアクセス
する。加入者のモバイルデバイスは、ダイヤルされた番号がモバイルデバイスに格納され
ている番号と一致するか否かをローカルに判定する（ブロック６０４）。番号が一致する
場合、モバイルデバイスは、顧客サービスサポート電話を当該モバイルデバイスでローカ
ルに傍受し、当該モバイルデバイスにおいて以下のようにアクションを実行する（ブロッ
ク６０８）。一実施形態において、モバイルデバイスは着信呼を傍受およびローカルに格
納されたコンテンツ（例えば、一連のヘルプ画面）を表示することができるか、またはネ
ットワーク接続を介してあらかじめ定められたウェブページへブラウザを起動することが
できる。番号が一致しない場合、モバイルデバイスはコールセンターへの通話を完了させ
る（ブロック６０６）。
【００３１】
　図６Ｂは、モバイルデバイス１００において顧客サービスサポート電話を傍受しリダイ
レクトするための詳細なルーチン６００を説明している。ブロック６１０において、加入
者は顧客サービスサポート番号をダイヤルし、顧客サポートコールセンターにアクセスす
る。モバイルデバイス１００は、当該加入者の通話を、傍受またはモバイルデバイス上で
動作している、またはリダイレクトなしに継続できるモバイルデバイスアプリケーション
へリダイレクトすべきか否かを判定する（ブロック６１２）。モバイルデバイス１００は
、ダイヤルされた番号がテーブルにローカルに格納されている番号と一致するか否かを判
定する。番号が一致する場合、当該通話は傍受される。加入者の通話がリダイヤルなしに
継続できる場合（ブロック６１４）、コールセンターはさらなる項目を処理する必要があ
るか否かを判定する（ブロック６１６）。さらなる項目を処理する必要がある場合、通話
を処理し当該通話を傍受すべきか否かを判定するため、コールセンターは加入者の通話を
ブロック６１２へ導く。処理が必要なさらなる項目がない場合、加入者の通話は終了する
（ブロック６１８）。
【００３２】
　モバイルデバイス１００が、ブロック６１２において加入者の通話を傍受すべきである
と判定した場合、当該通話は、モバイルデバイスにメッセージを送るために必要とされる
アクセス情報とともに、加入者のモバイルデバイス上で動作しているモバイルデバイスア
プリケーションに導かれる（ブロック６２０）。一実施形態において、モバイルデバイス
は音を鳴らしたりディスプレイ上にダイアログを示したりすることで、通話が傍受された
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ことを示す場合がある。モバイルデバイスアプリケーションは、ＳＭＳまたはＵＳＳＤな
どのネットワーク信号技術を介して加入者の通話が傍受されたことを示す信号メッセージ
を顧客サポートコールセンターに送る。ブロック６２８において、モバイルデバイス１０
０はモバイルデバイスアプリケーションから信号メッセージを受信し、処理する。モバイ
ルデバイスは、ネットワークから一定の顧客セルフサポートデータを受信することもでき
る。ブロック６２２において、モバイルデバイスアプリケーションから受信した、ローカ
ルに格納されているデータを使用して、加入者のモバイルデバイス上で顧客サポートセッ
ションが開始される。モバイルデバイスは様々な技術を使用して、問題の顧客サポート問
題を表示し、これに応答することもできる。ブロック６２４において、モバイルデバイス
は以下で説明するように加入者のサポート問題に取り組む。代替の実施形態において、モ
バイルデバイスはネットワークからデータまたはスクリプトを読み出し、上記のように加
入者のサポート問題に取り組む（ブロック６２６）。
【００３３】
　代替の実施形態において、コールセンターは、加入者の通話を傍受すべきか否かを判定
し、それに応じて当該通話を導く。コールセンターは、加入者と通信を行うためにＩＶＲ
Ｓ（Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｖｏｉｃｅ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ；双
方向音声認識システム）を利用してもよい。コールセンターが通話を傍受するべきでない
と判定した場合、当該通話は処理のためにコールセンターを通じて継続できる（ブロック
６１４）。コールセンターが通話を傍受するべきだと判定した場合、当該通話はローカル
処理のためモバイルデバイスへリダイレクトによって返される（ブロック６２０）。
【００３４】
　顧客サポート電話は、図６Ａに示すようにコールセンターに接続する前に傍受されてよ
い。顧客サポート電話は、コールセンターへの接続を確立した後に傍受およびリダイレク
トされてもよい。図７は、電話が顧客サポートコールセンターに接続された後に電話を傍
受しリダイレクトするためのルーチンを説明している。ブロック７０１において、加入者
は自身のモバイルデバイスから顧客サポートコールセンターへ電話をかける。電話はコー
ルセンターへ接続し、モバイルデバイスは、通話を傍受すべきか否かを判定する（ブロッ
ク７０２）。モバイルデバイスが、通話を傍受すべきでないと判定した場合、当該通話は
通常のコールセンター処理を継続することができる（ブロック７０４）。モバイルデバイ
スが、通話を傍受すべきであると判断した場合、当該通話はモバイルデバイスへリダイレ
クトまたは再送によって返され（ブロック７０６）、ここでモバイルデバイスは加入者の
問題を解決する可能性のあるソリューションのリストを表示する（ブロック７０８）。こ
のように、音声通話はモバイルデバイス上でアクションに変換される。再送は、通話を送
り返すコールセンターソフトウェア、またはデバイスプッシュで受信呼に対応するプロキ
シコールセンター（図１４）によって行われることができる。
【００３５】
　図８Ａから８Ｄは、電話傍受方法および関連の機能性を実行するためのソフトウェアル
ーチンを説明している。ソフトウェアルーチンは、モバイルデバイス１００のメモリ１１
６内に格納することができる。図８Ａのブロック８００において、モバイルデバイスは、
顧客サービスサポート電話用などの入力された電話番号をローカルに受信する。モバイル
デバイスは、入力された番号が現存する顧客サポート番号と一致するか否かを判定する（
ブロック８０２）。この判定は、入力された番号を、モバイルデバイスに格納されている
認識済みの顧客サポート番号のリストと比較することによって行われてもよい。入力され
た番号が一致しない場合、加入者の通話は継続する。入力された番号がモバイルデバイス
に格納された現存する番号と一致する場合、モバイルデバイスは当該通話を傍受し、モバ
イルデバイスにローカルに格納されているプロセスにリダイレクトする（ブロック８０４
）。通話が傍受されたことを示すメッセージをモバイルデバイス上に表示することができ
る。モバイルデバイスは、加入者の問題を解決する可能性のあるソリューションのリスト
をモバイルデバイス上に表示（ブロック８０６）してよく、また本明細書に記載されてい
るように、解決する可能性のあるソリューションを選択するための命令を表示（ブロック
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８０８）してもよい。
【００３６】
　次に図８Ｂは、問い合わせ件数が多いことを加入者に通知するためのサブルーチンを示
す。加入者が顧客サポートコールセンターに電話をかけた後、加入者のモバイルデバイス
は顧客サービス係との音声接続までの待ち時間を概算し、表示することができる（ブロッ
ク８１０）。一実施形態において、モバイルデバイスは時間を計算する公式に基づいて、
待ち時間を概算することができる。代替の実施形態において、モバイルデバイスはネット
ワークから問い合わせられた情報を使用して待ち時間を概算することができる。待ち時間
は、加入者に電話が繋がるのを諦めさせ、代わりにモバイルデバイス上の顧客セルフサポ
ート機能性を使用させるため、モバイルデバイス上に表示することができる。さらに別の
実施形態において、モバイルデバイスは待ち時間をまったく判定も表示もしない場合があ
る。
【００３７】
　モバイルデバイスは、顧客サポート電話を傍受し、加入者が顧客サポートコールセンタ
ーへ後で折り返し電話するよう求めるメッセージを自動的に送信するよう指示することが
できる（ブロック８１２）。加入者が後で折り返し電話するよう求めるメッセージを顧客
サポートコールセンターへ送信することを選んだ場合、加入者の顧客サポートに対する要
求は、可能な電話問い合わせ件数になった際にコールセンターが電話を折り返すため、キ
ューに入れられる（ブロック８２０）。メッセージは、電子メール、ＳＭＳ、ＩＰまたは
その他の形態であってもよい。メッセージは、顧客に関する情報（例えば、電話番号、氏
名、潜在的質問等）を含んでよい。加入者は、顧客サポートコールセンターにメッセージ
を送信した後、通常通りモバイルデバイスを使用することができる。モバイルデバイスは
、要求された通話を追跡記録することができ、加入者は、モバイルデバイス上において自
身でローカルにソリューションを発見した場合、要求を取り消すことができる。
【００３８】
　加入者が後で折り返し電話するよう求めるメッセージを顧客サポートコールセンターへ
送信することを選ばなかった場合、モバイルデバイスは、ディスプレイ上の表示要素を使
用して（ブロック８１６）メッセージを後で送信するためのオプションを提供することが
できる（ブロック８１４）。加入者がディスプレイ上で表示要素を選択すると、折り返し
電話を要求するメッセージがコールセンターへ伝送されることとなる。
【００３９】
　一実施形態において、モバイルデバイスはユーザによって実行されたアクションのすべ
てを記録することができ、それによってデバイス画面上のヘルプ画面がすべて表示され終
わった後、モバイルデバイスは顧客ケアセンターのノーウェイトのキューに通話を申し込
み、すべてのキーストロークまたはその他の情報をモバイルデバイスから顧客ケア係に提
供することができる。このようにして、加入者が何をして、何に対して援助が必要かとい
うことが顧客ケア係に知らされることになる。これは、ノーウェイとのキューにアクセス
するため、および顧客ケアセンター用のヘルプチケットの使用を開始するために使用され
る、以前に顧客ケアセンターへメッセージを送信し、後に３６桁の番号などの特別な番号
を受信したモバイルデバイスと連動することができる。
【００４０】
　続いて図８Ｃを参照すると、加入者がモバイルデバイス上で顧客サポート問題に対する
ソリューションを選択する場所から顧客サポート問題に対するソリューションにアクセス
するためのサブルーチンが始まる（ブロック８２２）。デバイスにおいてソリューション
にアクセスするためにセキュリティコードが要求されない場合（ブロック８２４）、モバ
イルデバイスは、当該デバイス自体において実装され得る選択されたソリューションを提
供する（ブロック８３２）。選択されたソリューションは、段階的手順または画面、情報
図形、ビデオおよび／またはオーディオクリップ、モバイルデバイス上にあるデータ用の
複数の実行ファイル、ネットワークまたはリモートサーバ上にあるデータ用の複数の実行
ファイル、もしくはその他を伴ってよい。モバイルデバイスが選択されたソリューション
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へのアクセスを提供しそれを実装した後、デバイスは加入者の選択したソリューションに
関連する情報をローカルまたはリモートに格納することができる（ブロック８３４）。
【００４１】
　ブロック８２４において、選択されたソリューションにアクセスするためにセキュリテ
ィコードが要求される場合、モバイルデバイスは、選択されたソリューションにアクセス
するためのセキュリティコードを入力するようユーザに指示することができる（ブロック
８２６）。セキュリティコードが正しくない場合、モバイルデバイスは選択されたソリュ
ーションへのアクセスを拒否する（ブロック８３０）。セキュリティコードが正しい場合
（ブロック８２８）、モバイルデバイスは選択されたソリューションへのアクセスを提供
し、そのソリューションを実装することができる（ブロック８３２）。これについての例
を、図９Ａおよび９Ｂを参照して以下に提供する。
【００４２】
　続いて図８Ｄは、モバイルデバイス上の表示要素を変更するためのサブルーチンを説明
している。加入者がモバイルデバイス上の表示概観を変更するためのオプションを選択し
た場合（ブロック８３６）、モバイルデバイスは加入者に、ディスプレイの外観（例えば
、商標、シェーディングレイヤ、複数のタイムゾーン、モバイルデバイスの状態、ネット
ワークの状態等）を変更するためのオプションを提供する（ブロック８３８）。これはデ
バイスのユーザ設定を容易にするための一例であり、その他多くが可能である。
【００４３】
　モバイルデバイスは、新規のまたは更新された情報が当該モバイルデバイスで利用可能
か否かを確認することもできる（ブロック８４０）。情報とは例えば、スクリプトまたは
ネットワークからモバイルデバイスへダウンロード可能なその他のソフトウェア実行ファ
イルを意味する。新規の情報が利用可能である場合、モバイルデバイスは当該情報をダウ
ンロードおよびインストールする（ブロック８４２）。新規の情報が利用可能でない場合
、電話機はダイヤルされた番号の受信および処理を再度続行する。
【００４４】
　モバイルデバイス上の表示外観の変更は、下記のように、モバイルデバイスの壁紙上で
のスーパーインポーズ商標設定、モバイルデバイスが新規タイムゾーンへの遷移を認識し
た場合の２つのタイムゾーン表示などを含むことができる。モバイルデバイスは、例えば
「お客さまサービスセンターへようこそ。ただいまの平均待ち時間は５分です。早急な問
題の解決または質問への回答へのヘルプをご希望の場合は、以下の画面をご覧ください」
と示した画面の上端にわたってティッカーを表示することができる。また、モバイルデバ
イスは、電話の呼び出し音またはピックアップ音、およびティッカー内で提供されるもの
と同一の情報を提供するボイススクリプトなどの音声フィードバックまたは音声スクリプ
トを提供することもできる。これは、実際の発信に取って代わる場合がある。顧客サポー
トコールセンターへの発呼およびそれによる応答を模倣するために、同様の音声スクリプ
トが提供されてもよい。
【００４５】
　一般的な顧客サポート電話の一例は、ＳＩＭ（加入者識別モジュール）ロック解除コー
ドを読み出すためのものである。図９Ａおよび９Ｂは、ユーザがモバイルデバイス上のＳ
ＩＭを解除するのを助けるのに適合する画面を説明している。図９Ａの部分９００は、Ｓ
ＩＭがロックされていることを説明するものである。モバイルデバイス上のディスプレイ
５０４は、ＳＩＭ部分（９０２）のロックを解除するためのコードを入力するよう加入者
に指示することができる。加入者がコードを忘れたことを示した（例えば、画面部分９０
４に入力を提供した）場合、モバイルデバイスは、代替情報によって図９Ｂのモバイルデ
バイス部分（９０６）に格納されているＳＩＭロック解除コードを復号化するように指示
することができる。例えば、代替情報は、ここでは加入者の飼い犬の名前である質問に対
する答え（９０８）であってよい。正しい名前を入力（９１０）した後に「ロック解除」
オプションを選択すると、ＳＩＭのロックは解除される。
【００４６】
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　図１０Ａ～１０Ｃは加入者への自動更新伝達およびネットワークイベントに対する応答
を表示するモバイルデバイス画面の例である。図１０Ａ～１０Ｃを参照すると、モバイル
デバイス１００上で動作する上記のソフトウェアがどのようにして自動的に電話機の機能
を更新できるかの一例が示されている。図１０Ａに示すように、モバイルデバイスディス
プレイ５０４の上部１００２は、サービスプロバイダの名前「Ｖｅｃｔｏｒ　Ｍｏｂｉｌ
ｅ」を表示しているが、モバイルデバイスがネットワーク境界を越えて移動すると、モバ
イルデバイス上のソフトウェアは新規ネットワークからメッセージを受信する。モバイル
デバイスが新規ネットワークサービスプロバイダ「ＭａｒｑｕｉｓＣｏｍ」から登録メッ
セージを受信すると、当該デバイスは新規ネットワーク上での音声サービスの登録をし、
図１０Ｂの１００４に示すように新規ネットワークの名前を上部に表示する。さらに、電
話は加入者のサービスプロバイダの好適なローミングパートナーから正しいアクセスポイ
ント名（ＡＰＮ）を自動的に確立し、加入者はデータアプリケーションへのアクセスを継
続することができる。一実施形態において、モバイルデバイスアプリケーションは、「６
１１」発信におけるローミングを検出し、サービス質問電話に回答するための加入者のホ
ームコールセンターに連絡をとるために無料通話番号に発信することができる。これによ
り、加入者またはサービスプロバイダは追加料金を回避することができるであろう。さら
に、図１０Ｃに示すように、電話機は自動的に当該電話機のローカル時刻を変更し、モバ
イルデバイスのアドレス帳／スピードダイヤルリスト内の電話番号に適切な国コードを追
加するなどができる。概して、モバイルデバイス上で動作するスクリプトはネットワーク
アベイラビリティおよび状態だけでなく、アプリケーションエラーに対して自動的に反応
するためのデバイス設定および構成を検出する。このようにして、モバイルデバイスは、
加入者アクティビティをキャプチャし、標準的な、コンテキストに応じたサービスを作成
するために組み合わせることができるスクリプト可能な機能を作成することができる。
【００４７】
　サービスプロバイダは異なる加入者グループに対するサービスレベルを提供することも
できる。例えば、図１１Ａ、１１Ｂ、および１１Ｃは、基本顧客、１契約あたりの平均収
入（Ａｖｅｒａｇｅ　Ｒｅｖｅｎｕｅ　Ｐｅｒ　Ｕｎｉｔ；ＡＲＰＵ）が高い顧客、およ
び企業顧客に提供される表示画面の例をそれぞれ示す。図１１Ａの例では、サービスプロ
バイダは、本明細書に記載されているとおり、高いユーザ経験を配信している間の顧客ケ
アコストを最小化するために、加入者に提供される経験を制御することができる。図１１
Ａの画面の上部１１０２に示すように、ユーザ名「Ｍａｒｉｅ　Ｐａｓｃａｌ」および関
連する電話番号が、当該ユーザの現在の残高、購入した分数の有効期限、前回分数が追加
された日付、使用済みの分数、および使用済みのメッセージとともに示されている。下部
１１０４は、サービスプロバイダからオファリングを購入する機会に加えて、現在の分数
の追加、ゲームまたはその他の望ましい加入者機能（着信音など）へのアクセス、一連の
ヘルプオプションへのエントリポイントなど、加入者が実行を希望できるいくつかの共通
機能を提供する。
【００４８】
　中間レベルのサービス（図１１Ｂに描写）として、サービスプロバイダは、統合された
ベンダーサポートでプレミアムサービスアクセスを提供することによって高ＡＲＰＵ加入
者経験を高めることができる。折り返し電話は顧客サービスコールセンターで予定するこ
とができ、いかなるサービス電話も自動的にプレミアムサポートグループまたは任意のキ
ューの先頭へ送ることができる。上部画面部分１１０６は使用および許可された音声の分
数、ＳＭＳメッセージ、およびデータのキロバイトを示す図を表しており、一方、下部１
１０８は、プレミアム加入者のための次のイベントを見るためだけでなく、そのようなプ
レミアム加入者が自身の請求記録にアクセスし、プレミアム顧客サポート係に自動的に話
しかけ、接客サービスにアクセスするためのオプションを表している。
【００４９】
　図１１は、企業顧客がカスタマイズされたオファリングを有することを可能にし、企業
アプリケーションおよびベンダーサポートを可能にすることによって、企業顧客に対する
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加入者経験を拡張する。企業固有のサービスは、企業のヘルプデスクへの統合とともに提
供され得る。図１１Ｃに示すように、上部１１１０は使用可能なある企業の機能性を示し
、この場合は転送（Ｃａｌｌ　Ｆｏｒｗａｒｄｉｎｇ）がオンになっている。中央部１１
１２によって、企業加入者は、サービスのためのデータ構成、音声オプションの構成、ヘ
ルプまたは「教えてください」トピックスのリストへのアクセス、および購入する項目／
サービスのメニューへのアクセスが可能になる。下部１１１４は企業加入者に電子メール
、ボイスメール、およびデータサービスサポートを提供する。したがって、画面の中央部
１１１２は通信事業者関連であり、下部１１１４は企業関連である（例えば、ボイスメー
ルの実装の仕方を加入者に教える）。
【００５０】
　概して、図１１Ａ～１１Ｃの画面に表示されたデータは自動的に最新の情報に更新され
得るため、加入者が顧客ケアに電話する必要がない。しかしながら、加入者が顧客ケアに
電話をかけた場合には、モバイルデバイスは関連データを自動的にコールセンターへ転送
し、プレミアム電話サービス、高度技術サービス、または請求部門などの関連グループへ
接続することができる。さらに、上述のように、加入者が迅速な対応に気づくよう、始め
に音声アナウンスが流される。
【００５１】
　本明細書に記載のモバイルデバイスサポートアプリケーションにより、関連トピックの
冗長なヘルプメニューを捜すようユーザに強制するのではなく、これらの命令が自動的に
ユーザへ提供される適切な時機に、ユーザがヘルプ命令にアクセスすることも可能になる
。例えば、加入者が「９１１」をダイヤルした際に、自動命令は有用となり得る。加入者
が「９１１」緊急電話をかけると、加入者のモバイルデバイスは「９１１」がダイヤルさ
れたことを検出した際に応急処置命令を提供することができる。モバイルデバイスは、「
９１１」ＰＳＡＰ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｎｓｗｅｒｉｎｇ　Ｐｏｉｎｔ；
緊急通報受付）コールセンターへ自動的に情報を提供することができる。モバイルデバイ
スは、当該電話機はカメラを有していることをＰＳＡＰに通知することもでき、次いでモ
バイルデバイスは加入者に、患者または被害者の写真またはライブビデオをＥＭＴ（Ｅｍ
ｅｒｇｅｎｃｙ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｉｃｉａｎ；救命士）などの専門医へ送信
するよう指示することができる。（逆に、モバイルデバイスは、被害者に適用する適切な
応急処置手順の説明をヘルプするための命令ビデオを受信する場合もある。）。
【００５２】
　さらにシステムは、情報または「４１１」電話などその他の通話を処理するために拡張
してもよい。ここでは、モバイルデバイスは４１１電話を傍受し、以前に要求された番号
のリスト（これらの番号に関連する関連情報の有無を問わず）、頻繁にアクセスするまた
は最近アクセスしたウェブページを介して情報にアクセスするためのオプションなど、オ
プションをユーザに提供することができる。
【００５３】
　図１２Ａに示すように、ユーザはモバイルデバイス１００を介して写真を撮影するか、
または画像をキャプチャする。それに応じて、電話機はイベントをキャプチャし、スクリ
プターがコンテキストベースの反応的なプロセスを作成できるようにし、図１２Ｂに示す
ように、写真を別の人物に送信することを希望するか否かユーザに尋ねるサービスアラー
トを提供し、もし希望する場合は、電話はこの操作方法についてユーザに指示するために
１つ以上のさらなる画面をユーザに確認させる。結果として、これらのユーザガイドは双
方向性かつコンテキスト依存である。加入者によるこれらの機能の使用は画面上の提案に
よって促進され、ユーザにとってもっとも価値のある時点でトレーニングが配信される。
【００５４】
　したがって、局在的な顧客サポートを提供する追加コンポーネントは、ユーザのモバイ
ルデバイス上のアプリケーションまたは機能の使用において加入者に命令するためのチュ
ートリアルまたはガイドの使用を含む。加入者が自身のモバイルデバイスを初めて開始す
る場合、モバイルデバイスはこの初めての使用を検出することができる。次いでモバイル
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デバイスは、アプリケーションまたは状況のコンテキストに対処する自動トレーニングチ
ュートリアルをローカルに開始することができる。チュートリアルは、加入者を命令セッ
トに沿って、かつそれを含むようにガイドする役割を果たす。さらに、モバイルデバイス
は、構成または設定データを加入者から自動的に収集し、自動化された、コンテキストに
応じたチュートリアルおよびガイドへ適切な時に配信することができる。代替として、ま
たは追加で、モバイルデバイスは、トレーニングチュートリアルまたはガイドをネットワ
ークから読み出すことができ、もしくは、１つのアプリケーションまたはサービス内の、
自動化された、コンテキストに応じたトレーニングチュートリアルの使用により、別のア
プリケーションまたはサービス内に自動化されたトレーニングを入力することができる。
オフライン解析のためにトレーニングチュートリアルの結果を記録にとることができる。
さらに、チュートリアル機能性を初めて提供するだけでなく、モバイルデバイスは、デバ
イス機能の使用をモニターし、所定期間（例えば、３ヶ月）の経過後にチュートリアル機
能性を開始することができる。所定時間の後、モバイルデバイスは加入者が望ましい機能
を実行する方法を忘れたことを推測することができ、したがって再びチュートリアル機能
性を提供する。
【００５５】
　図２３は、加入者をアシストするためのコンテキストに応じた画面の例を説明している
。このコンテキストに応じた画面は、加入者が初めて機能を選択したことを受けてモバイ
ルデバイス上に現われるようにすることができる。例えば加入者は、モバイルデバイス上
にある写真を撮影するためのボタンまたは機能にアクセスすることができる。加入者が新
規アプリケーション―写真を撮影し当該写真を送信または格納する―を学習するために必
要なステップを進むことを開始する、ここでは初期指導文２３０２である選択を受けて、
コンテキストに応じた画面をディスプレイ５０４上に現わすことができる。さらに、コン
テキストに応じた画面は、加入者に機能に対処するための異なるオプションを提供するオ
プション２３０４のリストを含んでよい。
【００５６】
　したがって、電話機は、最初の使用を認識することができ、１つのアプリケーション、
機能またはサービスにおける使用により別のものの中でユーザのためにトレーニングを入
力することができる。上述のように、加入者が自身のモバイルデバイスにおいて始めてア
プリケーションを開始した場合、双方向トレーニングセッションは自動的にこの初めての
使用を識別し、それに応じてトレーニングセッションを開始する。小型のトレーニングシ
ナリオは、ユーザを構成または設定データに沿ってガイドし、サービスプロバイダに提供
可能なフィードバックデータに加えて、それらのデータを収集することができる。一般的
なガイドはすべてのアプリケーションにわたって使用されることができ、そのような目的
のためにローカルに格納されるが、これらのユーザガイドをローカルに格納する必要はな
く、必要に応じてネットワークから無線で配信することができる。モバイルデバイス上の
サポートアプリケーションは、使用行動をモニターし、モバイルデバイスイベントに基づ
いてユーザガイドのためのトレーニングシナリオを開始する。そのようなユーザガイドを
自動的に起動することにより、現存するアプリケーションまたはサービスに対する加入者
の理解が深くなり、結果は電話機に記録されネットワークにダウンロードされる、または
オフライン解析のためにほぼリアルタイムでネットワークへ伝送される。適合するユーザ
インターフェイスオプションについてのさらなる詳細は、本願と同一の出願人に譲渡され
、同時に提出されたＰＣＴ出願第＿＿＿号、表題「ＵＳＥＲ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　ＭＥ
ＴＨＯＤＳ，ＳＵＣＨ　ＡＳ　ＦＯＲ　ＣＵＳＴＯＭＥＲ　ＳＥＬＦ－ＳＵＰＰＯＲＴ　
ＯＮ　Ａ　ＭＯＢＩＬＥ　ＤＥＶＩＣＥ」（代理人整理番号４５４８５－８００２）に見
ることができる。
【００５７】
　図１３は、電話傍受機能と対話するモバイルデバイス上で動作する様々なアプリケーシ
ョンを説明している。加入者は、ブラウザ１３００または連絡先アプリケーション１３０
２を選択してアドレス可能なウェブページまたはアプリケーションを開始することができ
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る（ブロック１３１２）。連絡先アプリケーション１３０２から顧客サポート電話番号を
選択すると、デバイス上の電話傍受アプリケーション（ブロック１３１０）の電話傍受機
能（ブロック１３２２）のもとに加入者のモバイルデバイスによって傍受される電話（ブ
ロック１３１４および１３１６）を生じさせることができる。電話番号ダイヤルアプリケ
ーション１３０６およびハードウェアまたはソフトウェアボタン１３０８は、通話を電話
傍受機能１３２２によって傍受可能にするために利用される場合もある。概して、傍受ア
プリケーション１３１０は、加入者から電話番号を受信し、入力された番号がモバイルデ
バイスに格納されている番号と一致するか否かを判定（ブロック１３１８）し、一致する
場合は電話を傍受する（ブロック１３２４）ことができる。電話番号がモバイルデバイス
に格納されている番号と一致しない場合（ブロック１３１８）、電話は終了する前に（ブ
ロック１３２６）コールセンターへ繋がる（ブロック１３２０）。
【００５８】
　図１４は、モバイルデバイスアプリケーションのリモート起動を説明している。モバイ
ルデバイス１００は、音声通話を処理するためのモバイル音声ネットワーク１４０６およ
びデータを処理するためのモバイルデータネットワーク１４０８を含み得るネットワーク
１４０１と対話する。モバイル音声ネットワーク１４０６は、ＰＳＴＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　
Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；公衆交換電話網）を経由して
コールセンターシステム１４０４と対話する。モバイルデータネットワーク１４０８は、
インターネット１４２６を経由してコールセンターシステム１４０４と対話することがで
きる。コールセンターは、自動着信分配（ａｕｔｏｍａｔｅｄ　ｃａｌｌ　ｄｉｓｔｒｉ
ｂｕｔｉｏｎ；ＡＣＤ）およびコンピュータテレフォニーインターフェイス（ｃｏｍｐｕ
ｔｅｒ－ｔｅｌｅｐｈｏｎｙ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ；ＣＴＩ）ソフトウェア、ならびに双
方向音声応答（ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　ｖｏｉｃｅ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ；ＩＶＲ）また
はアナログディスプレイサービスＩＶＲを含む公知の様々なコンポーネントを含み、その
うちいくつかを図示する。
【００５９】
　プロキシコールセンターシステム１４２８は、ＰＳＴＮ１４２４を介してネットワーク
メッセージ（例えば、ＳＭＳ、ＵＳＳＤ等）を送信することにより、モバイルデバイスア
プリケーションを含まないモバイルデバイスをリモートに起動することができる。メッセ
ージは、ローカルまたはリモート画面へのリンクを含み、デバイスを起動するために使用
され得る。モバイルデバイスのリモート起動は、第１、第３、またはプロキシコールセン
ターシステムにおいて生じることができる。プロキシコールセンター１４２８はその他公
知のコンポーネントを含み、そのうちいくつかを図示する。
【００６０】
　図１５Ａは、代替の実施形態によるモバイルデバイスベースの顧客サポートのためのコ
ールルーティングシステムについて詳細に説明している。コールルーティングシステムは
、音声１５０１、モバイルデバイス１００、およびサーバ２０４コンポーネントを有する
コールフローを含んでよい。加入者は、電話を傍受するためのモバイルデバイスアプリケ
ーションを含むモバイルデバイスを使用して（ブロック１５０８）、または通常そのよう
なモバイルデバイスサポートアプリケーションを含まないモバイルデバイスによって（ブ
ロック１５０６）、通話を開始する（ブロック１５１０）ことができる。モバイルデバイ
スがモバイルデバイスアプリケーションを含まない場合、プロキシコールセンターシステ
ム１４２８は、メッセージを送信することによってモバイルデバイス上でセルフサポート
機能をリモートに起動することができる。代替の実施形態において、プロキシコールセン
ター１４２８は、顧客サポートコールサンターに電話がかけられた後にセルフサポート機
能をリモートに起動し、さらに任意の必要なソフトウェアまたはヘルプ画面をモバイルデ
バイスにダウンロードすることさえできる。モバイルデバイスがモバイルデバイスアプリ
ケーションを含む場合、モバイルデバイスは入力された電話番号が現存する顧客サポート
番号と一致するか否かを判定する（ブロック１５１４）。入力された番号が、モバイルデ
バイスに格納された現存する顧客サポート番号と一致しない場合、通話は傍受されること
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なく継続する（ブロック１５１８）。入力された番号が、モバイルデバイスに格納された
現存する顧客サポート番号と一致する場合、モバイルデバイスは電話を傍受し、当該電話
をモバイルデバイス上のモバイルデバイスアプリケーションへリダイレクトする（ステッ
プ１５１６）。
【００６１】
　図１５のこの代替の実施形態に基づいて、通話が一旦開始されると（ブロック１５１０
）、プロキシシステム１４２８を介しプロキシＩＶＲを（ブロック１５２２）、またはコ
ールセンター１４０４を介しオペレータＩＶＲを（ブロック１５２０）を使用して、音声
導入を開始することができる（あるいは、モバイルデバイスは、コールセンターに対し通
話を模倣するまたはそれになりすますために、ローカルに格納された音声ファイルまたは
スクリプトを有してもよい）。いずれの場合も、加入者の質問が特定のサービスまたは機
能に対応する場合、加入者はボタン（例えば、「Ｘ」）を押下するように音声で指示され
る（ブロック１５２４）。加入者がサービスに対応するボタン（例えば「Ｘ」）を押下し
ない場合（ブロック１５２６）、電話は傍受されることなくＩＶＲルーティングシステム
を通じて継続する（ブロック１５３４）。加入者がサービスに対応するボタンを押下した
場合（ブロック１５２６）、コールセンターは、モバイルデバイスが要求されたセルフサ
ポートモバイルデバイスアプリケーションを有するか否かの判定を行う（ブロック１５２
８）。モバイルデバイスがモバイルデバイスアプリケーションを有する場合（ブロック１
５３０）、モバイルデバイスは電話を傍受しモバイルデバイス自体へリダイレクトし（ブ
ロック１５３２）、適切な音声メッセージを提供する。
【００６２】
　モバイルデバイス上のモバイルデバイスアプリケーションは、上述のように一般に加入
者の質問に対処し、問題をローカルに解決する。モバイルデバイスアプリケーションが問
題をローカルに解決できない場合、モバイルデバイスはネットワーク２０４からの問題を
解決するためのデータに依存し（ブロック１５３６）、その結果、発呼側の適切な接続を
介してデバイスへデータを提供することができる（ブロック１５３８）。ネットワーク２
０４がモバイルアプリケーションデバイスからのデータ要求を受信すると、ネットワーク
は、ライセンスデータベースからのデータにアクセスする（１５４２）ために、ライセン
スを有するモバイルデバイスアプリケーションを検証する（ブロック１５４０）。ネット
ワーク２０４は、モバイルデバイスがＷＡＰ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ；ワイヤレスアプリケーションプロトコル）対応であるか否かを判
定することもできる（１５４４）。モバイルデバイスがＷＡＰ対応である場合、データは
ＷＡＰを使用してネットワーク２０４からモバイルデバイスへ伝送されることができる（
ブロック１５４６）。モバイルデバイスがＷＡＰ対応でない場合、データは、ＳＩＭ　Ｓ
ＴＫ（ＳＩＭ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｔｏｏｌｋｉｔ；ＳＩＭアプリケーションツー
ルキット）を介するなどのＷＡＰ非対応プロトコルを使用してネットワークからモバイル
デバイスへ伝送されることができる（ブロック１５４８）。
【００６３】
　図１５Ｂは、図１５のブロック１５１６に続いてモバイルデバイスアプリケーションを
使用してモバイルデバイス上でローカルに顧客サポートを提供するための様々なオプショ
ンを説明している。第１のオプションにおいて、モバイルデバイスは加入者に入力を指示
する（ブロック１５５０）。モバイルデバイスは、加入者の質問が特定のサービスまたは
機能に対応する場合（ブロック１５５２）、ボタン（例えば、「Ｘ」）を選択するよう加
入者に指示することができる。加入者が特定のサービスまたは機能に対応するボタンを選
択しない場合（ブロック１５５４）、モバイルデバイスは加入者が選ぶためのさらなるオ
プションを提示することができる（ブロック１５５６）。加入者は、オプションを選択し
てもよいし（ブロック１５５４）、顧客サポートへ電話を繋いでもよい（ブロック１５５
８）。
【００６４】
　加入者が特定のサービスまたは機能に対応する（ブロック１５５４）、または第２のオ
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プションの真下にあるボタンを選択した場合、モバイルデバイスアプリケーション用のユ
ーザインターフェイスが開始され（ブロック１５６０）、ユーザにセルフサポートを提供
する。第３のオプションのもとでは、モバイルデバイスアプリケーションはデバイスまた
はサービスコンテキストを読み出して、モバイルデバイスアプリケーション用のユーザイ
ンターフェイスを開始し（ブロック１５６２）、一方、第４のオプションは第１、第２、
および第３のオプションの組み合わせからなってよい。デバイスコンテキストは、モバイ
ルデバイスの現在の状態および状態の動作ログに基づいてデバイスに提供された一連の入
力およびデバイスによって追跡記録された入力を含むことができる。例えば、メモリ１１
８は最近そこへ格納された画像、ならびに、モバイルデバイスが最近写真を撮影したこと
、および電子アドレス／番号のリストが電話機上でアクセスされていることを示す入力ロ
グを含んでよい。したがって、モバイルデバイスアプリケーションはこのコンテキスト情
報を使用してユーザが友人に写真を送信しようとするかもしれないと推量し、したがって
ユーザインターフェイスを通じてユーザが写真送信の仕方について指示を求めているか否
かをたずねることができる。システムデータ（例えば、最近電話を取りそびれたか否か）
を含むその他のコンテキスト情報を集めることもできる。
【００６５】
　図１６は、図１５のブロック１５４８に続いて、ネットワークサーバ２０４からのサポ
ートをモバイルデバイス１００へ提供するためのルーチンを説明している。モバイルデバ
イス１００は、インターフェイスおよびモバイルデバイスとネットワークサーバ２０４と
の間のデータ交換を駆動するためのＳＴＫ（ＳＩＭ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｔｏｏｌ
ｋｉｔ；ＳＩＭアプリケーションツールキット）を含んでよい。ＳＴＫは、モバイルデバ
イスアプリケーションからのデータ要求を受けて、関連するサポートページを検索するこ
とができる（ブロック１６１０）。関連するサポートページは、ネットワークサーバ２０
４上のサポートページデータベース１６１２内に格納されることができる。関連するサポ
ートデータページはＳＭＳ、ＵＳＳＤ、またはその他の方法によってモバイルデバイスに
プッシュされることができる（ブロック１６１４）。モバイルデバイス上のＳＴＫアプリ
ケーションハンドラ１６０４は、ブラウザを使用してサポートページを開く（ブロック１
６２０）。さらに、追加のサポートページをネットワークサーバから読み出し（ブロック
１６１６）、ＳＴＫアプリケーションハンドラを使用して開くことができる。ネットワー
クサーバからのサポートページは、モバイルデバイスにローカルに格納することもできる
（ブロック１６１８）。これらのサポートページは、本明細書に記載のようなデータまた
は命令を提供する。
【００６６】
　図１７Ａは、図１５のブロック１５４６に続き、ＷＡＰ（ワイヤレスアプリケーション
プロトコル）プッシュを使用してネットワークサーバ２０４からモバイルデバイス１００
にサポートを提供するためのルーチンを説明している。モバイルデバイス１００は、モバ
イルデバイスアプリケーションからのデータ要求を受けて、関連するサポートページを検
索するためにＷＡＰを使用することができる（ブロック１６１０）。関連するデータサポ
ートページは、ネットワークサーバ２０４上のサポートページデータエース１６１２内に
格納することができる。ネットワークサーバは、ＷＡＰプッシュを使用して関連するサポ
ートページへのリンクをモバイルデバイスにプッシュすることができる（ブロック１７０
２）。次いでモバイルデバイス上のＷＡＰブラウザ１７０１は、ブラウザを使用してサポ
ートページへのリンクを開くことができる（ブロック１６２０）。また、モバイルデバイ
スを介してネットワークサーバからサポートページへのさらなるリンクをリモートに読み
出し（ブロック１６１６）、ＷＡＰブラウザを使用して開くことができる。モバイルデバ
イスにローカルに格納されたページにアクセスすることもできる（ブロック１６１８）。
【００６７】
　図１７Ｂは、図１７Ａの代替を説明しており、モバイルデバイス１００上でのＳＩＭ（
加入者識別モジュール）による通信を含む。この場合、ネットワークサーバ２０４はＳＭ
ＳまたはＵＳＳＤを使用して関連するサポートページへのリンクをモバイルデバイスにプ
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ッシュすることができる（ブロック１７０２）。モバイルデバイスにおいてＳＩＭカード
はリンクを処理し（ブロック１７０６）、モバイルデバイス上のブラウザを起動すること
ができる（ブロック１７０８）。次いで、この処理は終了する（ブロック１７１０）か、
さらなる処理のためにＷＡＰブラウザ１７０１へ続く（ブロック１６１６～１６２０）。
【００６８】
　代替の実施形態において、モバイルデバイス上のＳＩＭ／ＵＳＩＭ（汎用加入者識別モ
ジュール）を使用して、顧客サービスサポート電話を傍受しリダイレクトすることができ
る。図１８はＳＩＭ／ＵＳＩＭ（汎用加入者識別モジュール）の呼制御機能を使用してモ
バイルデバイスから顧客サービスサポート電話を傍受およびリダイレクトするためのルー
チンを説明している。この代替の実施形態では、３ＧＰＰ　ＴＳ１１．１４準拠の（また
は同様の）ＳＩＭまたはＵＳＩＭの内蔵機能を使用して、ＳＭＳ、付加サービス制御文字
列、ならびに／またはその他のネットワークおよびハンドセットベースの制御コマンドを
介して一般的にサポートのために通話をハンドセットへ再送するための呼制御を実行する
。これにより、ハンドセットダイヤルプログラムを変更することなく、通話を再送するこ
とが可能になる。
【００６９】
　図１８に示すように、加入者はまずモバイルデバイス上で番号をダイヤルする（ブロッ
ク１８０１）。ダイヤルされた番号がモバイルデバイスに格納されている番号と一致しな
い場合、電話は傍受されることなくコールセンターへ繋がる（ブロック１８０４）。ダイ
ヤルされた番号がモバイルデバイスに格納されている番号と一致する場合、モバイルデバ
イス上のＳＩＭカードはＳＭＳ、付加サービス制御文字列、モバイルデバイスベースの制
御コマンドなどを使用して電話を傍受しモバイルデバイスへリダイレクトする（ブロック
１８０２）。
【００７０】
　一実施形態において、ＳＩＭカードはサポートアプリケーションを起動するためにＳＭ
Ｓを介してモバイルデバイスへコマンドを送信することができる（ブロック１８１０）。
別の実施形態において、ＳＩＭカードはＵＳＳＤ（ｕｎｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　ｓｕｐｐ
ｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ；非構造付加サービスデータ）を介して
モバイルデバイスへサポートアプリケーションを起動するためのコマンドを送信すること
ができる（ブロック１８１２）。さらに別の実施形態において、ＳＩＭカードはモバイル
デバイスにＵＲＬへのブラウザを起動するためのコマンドを送信することができる（ブロ
ック１８１４）。代替の実施形態において、ＳＩＭカードは、ＳＩＭベースのブラウザま
たはアプリケーション上にサポート機能を表示することができる（ブロック１８１６）。
また、高度なＳＩＭ機能を持つモバイルデバイスは、モバイルデバイスに常駐サポートア
プリケーションを起動するためのコマンドを送信（ブロック１８１８）、またはモバイル
デバイスにデバイス自体にあるサポートアプリケーションを起動するためのコマンドを送
信（ブロック１８２０）することができる。
【００７１】
　ネットワークベースのサービス２０４は、モバイルデバイスおよびＳＩＭカードに設定
をキューに入れ、セットし、保存し、修復するか、またはその他の機能を実行することが
できる。代替としてまたは追加で、モバイルデバイスは、ユーザ、デバイス、およびネッ
トワークデータを集めるため、デバイス上でローカルに診断スクリプトを実行することが
できる。そのようなスクリプトは、無線で（ＯＴＡ）ロードすることができ、いずれの時
点にロードしてもよいし、コールセンターエージェントのデスクトップコンピュータから
開始してもよい。エージェントまたはモバイルデバイスいずれかの開始によって、加入者
が遭遇した問題をプロアクティブに解決するために、電話機の診断スクリプトが自動的に
開始される。一実施形態において、モバイルデバイスまたはコールセンターエージェント
は、スクリプトを介して、加入者に尋ねることなく要求されたすべての情報を無線で収集
することができる。
【００７２】
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　システムは、ハンドセット問題を解決し、どのようにしてその件が解決されたかを記録
することもできる。ネットワークサービスプロバイダは、通話主導型の構成の主要な問題
を自動的に訂正するためのプロアクティブな診断を提供し、そのような問題を訂正し加入
者による顧客サポートラインへの電話の数を削減することができる。
【００７３】
　図１９を参照すると、コールセンターエージェントが使用するようなデバイス情報およ
び構成データを示すコンピュータディスプレイの例が示されている。加入者との通話中に
、エージェントは自身のデスクトップコンピュータから無線でモバイルデバイスへ診断コ
マンドを送信することができる。これを受けて、モバイルデバイスは診断および状態情報
を読み出すまたは集め、ネットワークを介してそれらをエージェントのコンピュータへ送
信し返す。このようにして、エージェントは加入者との第１の通話における問題を迅速に
訂正することができ、加入者は面倒なタスクを実行するよう求められることも、固定電話
でかけ直すよう求められることもない。例えば、データはリアルタイムで自動的にネット
ワークベースのサービスへレポートされるため、ネットワークベースのサービス２０４は
、モバイルデバイス識別データを提供するためにバッテリを外すよう加入者に求める必要
がないことになる。
【００７４】
　図１９からわかるように、モバイルデバイスおよびその所有者に関する詳細情報を、コ
ールセンターエージェント用のコンピュータ上に自動的に表示することができる。ウェブ
ブラウザまたは顧客サービスディスプレイ１９０２は、オプションのメニュー１９１２、
レポートおよび履歴部分１９０８（例えば、ＡＰＮリスト、メモリ解析、アプリケーショ
ンリスト等）、モバイルデバイス所有者の氏名、所有者のアカウント番号および電話番号
、ＭＳＩＳＤＮ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；移動局総合デジタル通信網）番号、国際移動電
話加入者識別番号（ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｍｏｂｉｌｅ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ
　ｉｄｅｎｔｉｔｙ；ＩＭＳＩ）、ならびに、製造業者、型式番号、ファームウェアバー
ジョン、製造番号、およびＩＭＥＩ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｅｑ
ｕｉｐｍｅｎｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ；国際携帯機器識別番号）などの電話機自体に関
する詳細を含む。その他のタブを選択すると、加入者、電話番号、ＳＩＭなどに関連する
その他のハンドセットに加えて、ハンドセットの履歴が表示される。図１９にも示すよう
に、システムは、異なる種類のファイル（例えば、写真、音声、ビデオ）、それらのファ
イルの位置、ファイルの総数およびサイズなどを表すメディアファイルカウント１９１０
を表示することができる。
【００７５】
　したがって、ネットワークベースのサービス２０４は、標準ウェブブラウザを使用して
レポートと対話し、ネットワークブラウザからモバイルデバイスへコマンドをリモートに
発行することができる。このようにして、ネットワークベースのサービス２０４またはコ
ールセンターエージェントは加入者およびモバイルデバイスのアクティビティをリモート
でモニターすることができ、したがって加入者が問題をレポートした際ではなく、問題が
生じた際に加入者に知らせることができる。
【００７６】
　場合によってはさらに重要なことに、コールセンターエージェントはシステムを介して
自身のコンピュータを経由するモバイルデバイス上でアクションを開始することができる
。例えば、メディア表示部分１９１０に示されるように、コールセンターエージェントは
、コールセンターがモバイルデバイス上の内蔵メモリからファイルをデバイス内の取り外
し可能なメモリカードへ移動するのを許可する「Ｍｏｖｅ　ｆｉｌｅｓ　ｔｏ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ　Ｃａｒｄ（ファイルをメモリカードに移動）」機能を実行するために「Ｓｅｌｅｃ
ｔ（選択）」ボタンを選択することができる。その他の部分は、加入者のためのローカル
マルチメディアメッセージングサービス（ＭＭＳ）ガイドの開始、オンラインフォトアル
バムへの写真の移動、加入者に音声解析を見せることなどを含む。同様に、コールセンタ
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ーエージェントは、利用可能なＩＰネットワークアクセスポイント名のリストにアクセス
するため、モバイルデバイスにおいて現在どのようにメモリが使用されているか解析する
ため、モバイルデバイスにおいて現在ロードされているおよび／または動作しているアプ
リケーションを列挙するため、（部分１９１０に示されるような）メディアファイルタイ
プをカウントするため、および上記の機能性のためのアプリケーションレジストリのコン
テンツを列挙するために、レポート／レポート履歴部分１９０８内の適切なボタンを選択
することができる。
【００７７】
　ディスプレイ１９０２に示されているモバイルデバイスの小画像２４０２をクリックす
ることにより、コールセンターエージェントのコンピュータは、図２４に示すようなモバ
イルデバイスディスプレイの現在のコンテンツを含むモバイルデバイスの拡大画像を装備
するポップアップウィンドウ２４０４を表示する。コールセンターエージェントまたは顧
客サービス係は、モバイルデバイス上のボタンをリモートにかつ実質的に発動させるため
に、ウィンドウ２４０４において当該デバイスがタッチスクリーンを有する場合にはタッ
チスクリーンコマンドのモバイルデバイスへの送信を含むモバイルデバイスの画像と対話
することができる。これにより、コールセンターエージェントは、診断または構成目的で
のデバイス制御を一時的に司ることが可能になる。
【００７８】
　リモートにアクションを開始する、またはモバイルデバイスにリモートデータを提供す
る一例を、図８Ａおよび８Ｂに示す。別の例を、モバイルデバイスが適切なスクリプトま
たはモバイルデバイスアプリケーションを介して、ネットワークアベイラビリティおよび
状態における変化をモニターするためにデバイス自体のアクティブモニタリングを実行す
る図２０に示す。加入者のモバイルデバイス上のデバイスアプリケーションは、デバイス
設定、構成、ネットワークアベイラビリティ、およびネットワーク状態を自動的にモニタ
ーすることができる。モバイルデバイスはこのようにして２．５Ｇタイプのネットワーク
へのローミングなどのネットワークイベントに応答することができ、これによりユーザに
警告するためのスクリプトをローカルに格納する。図２０の例において、モバイルデバイ
スはビデオサービスエリア外に移動しており、したがって加入者はビデオを送信または受
信することができない。しかしながら、モバイルデバイス上のスクリプトは、音声通話、
テキストメッセージ、およびその他多くの低帯域幅アプリケーションは依然として利用可
能であることを示す通知を加入者に提供する。モバイルデバイススクリプトは、ディスプ
レイ５０４上に指示ダイアログ２００２を表示する。そのような加入者にとって有用なメ
ッセージは、ユーザがサービスエリア外でビデオを送信または受信しようとした場合に、
サポートセンターへの費用のかかる電話を回避することができる。モバイルデバイススク
リプトはイベントまたはエラーを記録およびレポートすることもできる。また、モバイル
デバイスアプリケーションは、ローミング中にモバイルデバイスを自動的に再構成する、
または新規ネットワーク構成を追加することができる（当業者であれば認識するであろう
ように、本明細書において、モバイルデバイス「スクリプト」および「アプリケーション
」という用語は、時に同義的に使用される場合がある。）。
【００７９】
　ネットワークベースのサービス２０４およびモバイルデバイス１００を含むシステムは
、データまたはメトリクスをモバイルデバイスから収集し集約するために使用できる。モ
バイルデバイスアクティビティは、ネットワークベースのサービスへ周期的にレポートす
るために自動的に記録およびキャプチャされることができる。収集されたデータは、どの
アプリケーションが使用されているか、およびユーザがそれらにアクセスする頻度はどの
くらいかを判定するために使用されることができる。収集されたデータは、パフォーマン
スエンジニアリングシステムで使用されることができ、また、豊富なデバイス常駐データ
またはメトリクスからビジネスインテリジェンスを集めることができる。
【００８０】
　そのようなモバイルデバイスメトリクスは、収集のためにデータを定義づけするネット
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ワークオペレータにより集め始められる。すべてのモバイルデバイスアクティビティは、
モバイルデバイス上でローカルに記録またはキャッシュに格納されることができ、周期的
にネットワークへ提供し返されることができる。そのような記録されたデータは、ネット
ワークイベントおよびメッセージを含む場合がある。ネットワークオペレータによりモバ
イルデバイスに提供される無線スクリプトは、どのメトリクスを集めるかおよびどの周波
数にするかについてデバイスに指示することができる。例えば、サービスプロバイダは、
インストールされた実行可能なプログラムの状態およびそれらの機能の状態を周期的に（
例えば、月１回）ネットワークへレポートするようにモバイルデバイスをプログラムする
ことができる。実行可能なプログラムの状態は、レポーティングシステムによって呼び出
されたＡＰＩ（アプリケーションプログラミングインターフェイス）機能を経由して実行
されることができる。
【００８１】
　モバイルデバイスに格納されているこれらのスクリプト、ユーザおよびネットワークデ
ータは、周期的なレポートのためにローカルに格納されており、加入者に不可視である間
の収集はネットワークオペレータのプライバシーポリシーに従ったものであってよい。利
用可能なデータベースおよびレポーティングツールは、周期的にレポートされたデータを
取り込み、使用することができる。そのようなレポーティングツールは、ビジネスインテ
リジェンスおよびデータウェアハウスまたはデータマイニングを含むためにフォーマット
されたレポートを生成することができる。結果として、そのようなデータはネットワーク
パフォーマンスエンジニアリングシステムを容易に増強する。一般に、その他多くが可能
であるが、以下がモバイルデバイスから収集可能ないくつかのメトリクスのリストである
：所有者情報、電話機設定、ＩＭＥＩ、電池残量、電池残量履歴、接続されたタイムチャ
ージャー％、音量レベル、着信音、プロファイル使用履歴、ハードリセットの回数と履歴
、連絡先数、インストールされたアプリケーション、ネットワーク設定、信号強度、ラジ
オ周波数、タワーＩＤ、キャリアＩＤ、訪問キャリアＩＤ、基地局履歴、キャリアＩＤ履
歴、電話番号、ボイスメール番号、ハンドセットＩＤ、カメラ対応、ＳＩＭ　ＩＤ、音声
録音対応、画面解像度、画面色深度、オペレーティングシステム（ＯＳ）バージョン、日
付と時刻、電子メール構成、ハードウェア製造／型式、ファームウェアバージョン、音声
再生機能、言語、メモリおよび使用されたメモリ％、接続状態または使用された接続の種
類、音量レベル、バックライトオン／オフ、サウンドイベント、プロファイル、ＳＩＭ連
絡先、電源を切ったターンデバイス、デバイスハイバネート、セキュリティ設定、キーパ
ッドロック、プロファイル、およびＳＩＭロックである。このデータのいずれかへのアク
セスは、ネットワークがサービスプロバイダがどのモバイルデバイスからどのメトリクス
を集めるかを決定できるように、スクリプト可能である。サービスプロバイダは、アクテ
ィビティ（例えば、開始されたアプリケーション、ネットワーク状態、セルタワーＩＤ）
をキャプチャし、ユーザ用のコンテキストに応じたサービスを作成するために組み合わせ
ることができる標準的なスクリプト可能な機能を作成することもできる。
【００８２】
　モバイルデバイス１００において電話を傍受するための方法は、加入者が特別な売り込
みまたは宣伝に適格であるか否かをローカルに検証するために適用してもよい。図２１Ａ
から２１Ｆは、加入者が宣伝広告に適格であるか否かをモバイルデバイス上でローカルに
検証する方法を説明している。この方法は、加入者が、自身に宣伝広告のための資格があ
るか否かを確認するために顧客サポートに電話をかけるところから始まる。モバイルデバ
イスは、電話を傍受しモバイルデバイス自体にそれをリダイレクトする。図２１Ａは、３
つの異なる宣伝（２１０２、２１０４、および２１０６）に対応するモバイルデバイスデ
ィスプレイ上の３つのアイコンを示す。加入者が「ＮＥＣ３３８」アイコン２１０２を選
択すると、ディスプレイは、加入者に宣伝２１１０の資格があるか否かを判定するための
、および宣伝２１１２の契約条件へのリンクに加えて、宣伝２１０８に関する情報を示す
ことができる（図２１Ｂに示すとおり）。
【００８３】
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　加入者がＤｏ　Ｉ　Ｑｕａｌｉｆｙ（宣伝資格があるか）オプション２１１０を選択し
た場合、モバイルデバイスは、図２１Ｃに示すように、加入者に宣伝２１１４の資格があ
るか否かをローカルに確認するか、必要に応じて適切なネットワークサーバをキューに格
納することになる。加入者に（図２１Ｄに示すように）宣伝２１１６の資格がある場合、
加入者は宣伝２１１８にサインアップするか、宣伝２１２０にサインアップしないかのい
ずれかを選択することができる。加入者が宣伝２１１８にサインアップすることを選んだ
場合、モバイルデバイスは、図２１Ｅに示すように、加入者のＰＩＮ番号（２１２４）を
入力するよう加入者（２１２２）に指示する。正しいＰＩＮ番号が入力されると、モバイ
ルデバイスは、図２１Ｆに示すように、「はい」２１３０または「いいえ」２１３２のい
ずれかを選択することによって支払いオプション２１２６を選択するよう加入者に指示す
る。また、契約条件２１２８へのリンクがディスプレイ上に提供される。
【００８４】
　以上のように、本発明の側面は、ワイヤレスサービスプロバイダが電話サポート機能を
コールセンターからモバイルデバイス自体に移動させることを可能にするものである。ワ
イヤレスサービスプロバイダは、コールセンターアクティビティをモニターし、現在コー
ルセンターでの時間をもっとも消費しているそれらの加入者問い合わせを識別して、その
ような電話をデバイス自体（適切な場所）で処理するために移動させることができる。上
述のように、技術サポート質問、加入者が宣伝に適格であるか否かに関する質問、請求質
問など、そのような電話の多くは、デバイス上で処理されることができる。したがって、
モバイルデバイスにローカルに格納されている顧客セルフサポート画面および機能、デバ
イス上の初期画面に表示されるリンクまたはデータ（例えば、課金情報）などは、ワイヤ
レスサービスプロバイダが、現在コールセンターでの時間をもっとも消費しているそれら
の電話に対応するためにモバイルデバイス上の顧客セルフサポート機能を更新するよう、
動的に変化することができる。
【００８５】
　上述のように、顧客セルフサポート機能はモバイルデバイスに限定されるものではない
。そのような機能は、冷蔵庫、食器洗い機、洗濯機／乾燥機、オーブンなどの消費財を含
む、いかなるリモートデバイスに適用してもよい。演算能力（および／またはインターネ
ットへの接続）を有するそのような消費財のいずれかに関して、そのようなデバイスは、
以前はコールセンターまたは消費者のコンピュータなど別のデバイスを介して消費者から
アクセスされたウェブサイトによって処理されていた顧客質問を処理するために、情報を
ローカルに格納し、上述した機能性を提供することができる。
【００８６】
　したがって、代替の実施形態において、モバイルデバイスは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（ブ
ルートゥース）またはその他のワイヤレスプロトコルリンクを使用して家庭電化製品と通
信を行うことができる。例えば、冷蔵庫とモバイルデバイスとの間のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
リンクは、モバイルデバイスが冷蔵庫の温度の降下を自動的に検出するのを可能にするこ
とができる。自動検出すると、モバイルデバイスは温度の降下についてユーザに警告する
ことができる。モバイルデバイスをインターフェイスとして使用して、ユーザは、モバイ
ルデバイス自体の温度降下に取り組むための情報を見つけることができる、ネットワーク
から情報をダウンロードすることができる、または特定のアプライアンスに関して顧客サ
ポートセンターに電話をかけることができる。
【００８７】
　図２２を参照すると、代替の実施形態の例が示されており、ここでモバイルデバイス１
００は複数のリモートデバイス２２０２、２２０４、および２２０６と通信を行っている
。リモートデバイス２２０２および２２０４は、それぞれＢｌｕｅｔｏｏｔｈリンク、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１、またはその他の短距離ワイヤレスリンクなどを介してモバイルデバ
イス１００と通信を行うワイヤレストランシーバ２２０８を含む。モバイルデバイスは、
モバイルデバイスが加入者のオプションで物理的に連結できる有線の通信ポート２２１０
を介してリモートデバイス２２０６と通信を行うことができる。（これも図示するとおり
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、リモートデバイス２２０２はネットワーク２０６への有線接続を含む）。したがって、
モバイルデバイスは、加入者のホームまたはその他の場所にある中央発信機であってよく
、ここでモバイルデバイスはリモートデバイスからアラートを受信し、加入者に指示また
はステップを提供し、加入者がリモートデバイスの状態を問い合わせることを可能にし、
加入者がリモートデバイスへ、またはそれを動作させるためのコマンドを送信すること可
能にする等を行う。ローカルワイヤレスリンクについて上記したが、モバイルデバイスは
、リモートデバイス２２０２を制御するためのネットワーク２０６などのその他の接続を
介して、または、ＷＡＮ、サテライトリンクなどのより長距離のワイヤレスリンクを介し
て、リモートデバイスをリモートに問い合わせおよび制御できる場合がある。
【００８８】
　上述のように、各リモートデバイスは本明細書に記載の顧客セルフサポート機能性を含
むことができる。さらに、リモートデバイスには十分な表示画面またはその他のユーザイ
ンターフェイスが欠けている場合があるため、モバイルデバイスが当該リモートデバイス
のためのより強固なユーザインターフェイスとして動作するように、リモートデバイスが
モバイルデバイスと通信を行う場合がある。したがって、消費者はモバイルデバイスを通
じてアプライアンスから指示画面を受信し、当該アプライアンスへのコマンドを提供する
ことができる。
【００８９】
　文脈上明らかに他の意味に解すべき場合を除き、明細書および特許請求の範囲全体を通
じて、「備える（含む）」「備えている（含んでいる）」などの語は、排他的または網羅
的な意味とは対照的に、包含的な意味、すなわち「を含むが、限定されない」という意味
で解釈すべきものである。本明細書で使用する場合、「接続された」「連結された」また
はそれらの用語、またはそれらの活用形は、直接的または間接的な、２つ以上の要素の間
における任意の接続または連結を意味し、要素間の接続の連結は物理的、論理的、または
それらの組み合わせであってよい。さらに、「本明細書において」「上記で」「以下で」
および同様の趣旨の語は、本出願にて使用する場合、本出願の任意の特定の部分ではなく
、本出願全体をいうものとする。文脈が許す限り、上記（詳細な説明）中で単数形または
複数形の数を使用する語は、それぞれ複数形または単数形の数も含むことができる。「ま
たは」という語は、１つ以上の項目の列挙を参照する場合に、リスト中の項目のいずれか
、リスト中の項目のすべて、およびリスト中の項目の任意の組み合わせ、という解釈すべ
てにわたるものである。
【００９０】
　本発明の実施形態の上記詳細な説明は、網羅的であったり、本発明を上記で開示した正
確な形態に限定あったりすることを意図するものではない。本発明の特定の実施形態およ
び例を例示目的のために上記したが、当業者であれば認識するように、本発明の範囲内で
様々な同等の変更が可能である。例えば、プロセスまたはブロックは所定の順序で提示さ
れているが、代替の実施形態では、ステップを有するルーチンを実行、またはブロックを
有するシステムを異なる順序で用いてもよく、一部のプロセスまたはブロックは削除、移
動、追加、分割、組み合わせ、および／または変更されてもよい。これらのプロセスまた
はブロックのそれぞれは、多様な異なる手法で実装されることができる。また、プロセス
またはブロックは連続して実行されているように同時に示されているが、これらのプロセ
スまたはブロックは代わりに並行して実行されてもよく、または異なる時間に実行されて
もよい。
【００９１】
　さらに、モバイルデバイスは、上述した以外にもローカルに格納されたその他多くのア
プリケーションを用いてよい。例えば、モバイルデバイスは、コールセンターにあるＩＶ
Ｒシステムを用いるのではなく、独自のＩＶＲシステムを含んでよい。したがって、加入
者は望ましい情報にアクセスするために一連のＩＶＲメニューを通じてナビゲートし、そ
のうちの一部は電話機に格納されることができる。しかしながら、ローカルＩＶＲ内の１
つのオプションは、顧客サポートコールセンターへ電話をかけるデバイスを有するものと
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【００９２】
　別の代替の実施形態において、システムは、ワイヤレスサービスプロバイダによって供
給されたウェブページへのリンクを提供することができ、ここでこれらのリンクは、ユー
ザのモバイルデバイスが現在ある状態に関連する必要性または質問に直接取り組む特定の
ウェブページのためのものである。そのような代替は、モバイルデバイスがウェブブラウ
ザおよびサービスプロバイダのウェブサーバへの十分なデータ接続を有する場合に有用で
ある。したがって、モバイルデバイスにおける電話傍受機能は、関連するウェブページへ
のリンクを提供できる、またはユーザに表示されるように当該ページに自動的にアクセス
することさえできる（例えば、ローカルに格納されたコンテンツを表示するよりも）。
【００９３】
　上述した多くの実施形態がモバイルデバイスに格納されたソフトウェアを用いるが（加
入者に与えられる前、または加入者電話中のいずれか）、上述したスクリプトおよびその
他のソフトウェアは、モバイルデバイスの中にハードコードされることができる（例えば
、ＥＥＰＲＯＭ、ＰＲＯＭ等に格納される）。さらに、上記の機能性はスクリプトまたは
その他の特別なモジュールなしに実装することができる。
【００９４】
　本明細書において提供される発明の教示はその他のシステムに適用することが可能であ
り、必ずしも上述のシステムである必要はない。上述した様々な実施形態の要素および作
用を組み合わせて、さらなる実施形態を提供することができる。
【００９５】
　上記の特許および出願のすべて、ならびに付随の出願書類に列挙され得るいかなるもの
も含むその他の参考文献は、参照することにより組み込まれる。本発明の側面は、必要に
応じて、本発明のまたさらなる実施形態を提供するために記載した様々な参考文献のシス
テム、機能、および概念を用いるように変更してもよい。
【００９６】
　上記の（詳細な説明）を踏まえて、本発明に対してこれらの、およびその他の変更がな
され得る。上記の説明は本発明のある実施形態を詳述し、考えられる最良の態様を説明し
ているが、どんなに詳細な記述が上記に記載されようとも、本発明は多くの手法で実践さ
れ得る。ローカルベースのサポートシステムの詳細は、本明細書において開示されている
発明によって依然として包括されているが、その実装の詳細において大幅に変化する場合
がある。上述のように、本発明のある機能または側面を説明する際に使用される特定の技
術は、当該技術が関連する発明の特定の性質、機能、または側面のいずれかに限定される
ものであると再定義されることを、当該技術が本明細書において示唆するものであると捉
えられるべきではない。一般に、以下の特許請求の範囲で使用されている用語は、上記の
（詳細な説明）の項でそのような用語を明確に定義していない限り、本発明を本明細書に
て開示されている特定の実施形態に限定すると解釈されるべきではない。したがって、本
発明の実際の範囲は、開示されている実施形態だけでなく、特許請求の範囲のもとに発明
を実践または実装する同等の手法すべてをも包括するものである。
【００９７】
　本発明のある側面をある請求項の形態で以下に提示しているが、発明者等は本発明の様
々な側面を任意の数の請求項の形態で考慮している。例えば、コンピュータ可読媒体にお
いて具現化されるものとして本発明の一側面のみが挙げられているが、その他の側面も同
様にコンピュータ可読媒体において具現化され得る。したがって、発明者等は、本発明の
その他の側面を表すそのようなさらなる請求項の形態を追求するために、本出願の提出後
さらに請求項を追加する権利を留保する。
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