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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動ターミナルによる物理的ブラウジングを経て情報を探索するための方法において、
　少なくともアプリケーション識別子及びそれに関連したコンテンツを有する少なくとも
１つのトランスポンダを、移動ターミナルのユーザに実質的にアクセスできる位置に用意
するステップと、
　前記移動ターミナルにより送信されたワイヤレス信号を介して前記トランスポンダをア
クチベートするステップと、
　前記移動ターミナルが前記トランスポンダのワイヤレス送信レンジ内に物理的に位置す
るときに、前記アクチベートされたトランスポンダからの少なくとも前記アプリケーショ
ン識別子及びコンテンツを前記移動ターミナルで受信するステップと、
　前記アプリケーション識別子により少なくとも部分的に識別されるアプリケーションを
前記移動ターミナルに呼び出すステップと、
を備えた方法。
【請求項２】
　前記呼び出されたアプリケーションによりその実行時に使用するために前記トランスポ
ンダから受信したコンテンツを前記呼び出されたアプリケーションへ供給するステップを
更に備えた請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記呼び出されたアプリケーションに応答して、ネットワークへのオーバー・ザ・エア
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（ＯＴＡ）接続を確立するステップを更に備えた請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記呼び出されたアプリケーションは、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）アプリ
ケーションを含み、そしてネットワークへのＯＴＡ接続を確立する前記ステップは、前記
コンテンツに少なくとも部分的に基づくＳＭＳプッシュ要求をネットワークへ送信するこ
とを含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記呼び出されたアプリケーションは、マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）
アプリケーションを含み、そしてネットワークへのＯＴＡ接続を確立する前記ステップは
、前記コンテンツに少なくとも部分的に基づくＭＭＳプッシュ要求をネットワークへ送信
することを含む請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　（ａ）（ｉ）前記呼び出されたアプリケーションは、ＳＭＳアプリケーションを含み、
　　　（ii）ネットワークへのＯＴＡ接続を確立する前記ステップは、コンテンツに少な
くとも部分的に基づくＳＭＳプッシュ要求をネットワークへ送信することを含み、そして
更に、
　（ｂ）（ｉ）ネットワークからＳＭＳメッセージを受信して前記移動ターミナルにＭＭ
Ｓアクセスアドレスを通知するステップと、
　　　（ii）前記移動ターミナルにブラウザアプリケーションを呼び出して前記ＭＭＳア
ドレスを経てＭＭＳメッセージにアクセスするステップと、
を備えた請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記呼び出されたアプリケーションは、ワイヤレスアプリケーションプロトコル（ＷＡ
Ｐ）ブラウザを含み、そしてネットワークへのＯＴＡ接続を確立する前記ステップは、前
記コンテンツを経て与えられたＵＲＬにより識別された少なくとも１つのネットワークサ
イトに前記ＷＡＰブラウザを経てアクセスするためのＷＡＰセッションを確立することを
含む請求項３に記載の方法。
【請求項８】
　前記呼び出されたアプリケーションは、オブジェクトネーミングサービス（ＯＮＳ）問
合せアプリケーションを含み、そしてネットワークへのＯＴＡ接続を確立する前記ステッ
プは、ＯＮＳサーバーからネットワークアドレスをフェッチし、そして前記ＯＮＳサーバ
ーから与えられた前記ネットワークアドレスにより識別された少なくとも１つのネットワ
ークサイトにＷＡＰブラウザを経てアクセスするためのＷＡＰセッションを開始すること
を含む請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　前記呼び出されたアプリケーションは、Ｊａｖａダウンロードアプリケーションを含み
、そしてネットワークへのＯＴＡ接続を確立する前記ステップは、前記コンテンツに少な
くとも部分的に基づくＪａｖａＭＩＤｌｅｔ要求をネットワークへ送信することを含む請
求項３に記載の方法。
【請求項１０】
　前記呼び出されたアプリケーションは、移動ターミナルコンフィギュレーションアプリ
ケーションを含み、そしてこの移動ターミナルコンフィギュレーションアプリケーション
に与えられるコンテンツは、移動ターミナルコンフィギュレーションデータを含む請求項
２に記載の方法。
【請求項１１】
　前記呼び出されたアプリケーションは、スマートメッセージインターフェイスアプリケ
ーションを含み、そして更に、このスマートメッセージインターフェイスアプリケーショ
ンを前記トランスポンダにインターフェイスして、前記コンテンツをスタンドアローンコ
ンテンツとしてスマートメッセージフォーマットで受信するステップを更に備えた請求項
２に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記移動ターミナルにおいて前記スタンドアローンコンテンツにアクセスするステップ
を更に備えた請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記スタンドアローンコンテンツを少なくとも１つの他の移動ターミナルユーザに送信
するステップを更に備えた請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　Ｊａｖａ関連プログラムセグメントをコンテンツとしてトランスポンダに記憶するステ
ップを更に備えた請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記移動ターミナルにより送信されるワイヤレス信号を使用して前記アプリケーション
識別子及びコンテンツを送信するように前記トランスポンダに電力を供給するステップを
更に備えた請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記トランスポンダに個別の電源を設けることにより前記トランスポンダのワイヤレス
送信レンジを向上させるステップを更に備えた請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　アプリケーション識別子及びコンテンツを受信する前記ステップは、前記トランスポン
ダから高周波識別（ＲＦＩＤ）後方散乱信号を受信することを含む請求項１に記載の方法
。
【請求項１８】
　トランスポンダをアクチベートする前記ステップは、前記トランスポンダが前記ワイヤ
レスターミナルのワイヤレス送信レンジ内にあるときに前記ワイヤレスターミナルを経て
信号を送信することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　少なくとも１つのトランスポンダを用意する前記ステップは、前記移動ターミナルユー
ザに実質的にアクセスできる位置に複数のトランスポンダを用意することを含み、そして
前記トランスポンダの各々は、少なくともアプリケーション識別子及びコンテンツを含む
請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　少なくとも１つのトランスポンダを用意する前記ステップは、少なくともアプリケーシ
ョン識別子と、コンテンツと、アプリケーションを呼び出すコストに対応する料率情報と
を有する少なくとも１つのトランスポンダを用意することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記移動ターミナルに購入パラメータを確立し、少なくともその購入パラメータと、ア
プリケーションを呼び出すコストとに基づいて前記コンテンツへのアクセスを許したり却
下したりするステップを更に備えた請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　視覚表示を前記トランスポンダの各々に関連付けるステップであって、各視覚表示が、
実行されるべき少なくとも１つの通信ファンクションに対応するようなステップと、
　アプリケーションを呼び出すのに応答して前記視覚表示に対応する通信ファンクション
を実行するステップと、
を備えた請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　視覚表示を前記トランスポンダの各々に関連付ける前記ステップは、テキストメッセー
ジ、映像及び写真の少なくとも１つを関連付けることを含む請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記通信ファンクションは、健康に関連した援助を要求することを含み、そして通信フ
ァンクションを実行する前記ステップは、メッセージを指定の健康管理施設へ送信するか
又はその施設との接続を確立することの少なくとも一方を含む請求項２２に記載の方法。
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【請求項２５】
　前記通信ファンクションは、少なくとも１つの行先ネットワーク要素への少なくとも１
つのメッセージの送信を要求する段階を含み、そして通信ファンクションを実行する前記
ステップは、ネットワークを経て前記少なくとも１つの行先ネットワーク要素へメッセー
ジを送信する段階を含む請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
　ネットワークを経てメッセージを送信する前記段階は、前記少なくとも１つの行先ネッ
トワーク要素へＳＭＳメッセージを送信し、ＭＭＳメッセージを送信し及びプッシュ・ツ
ー・トーク（ＰＴＴ）メッセージを送信することのいずれかを含む請求項２５に記載の方
法。
【請求項２７】
　少なくとも１つのメッセージの送信を要求する前記段階は、ある薬剤量をユーザが消費
したという確認を指示する前記少なくとも１つの行先ネットワーク要素への少なくとも１
つのメッセージの送信を要求することを含む請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　少なくとも１つのメッセージの送信を要求する前記段階は、健康の援助を要求する前記
少なくとも１つの行先ネットワーク要素への少なくとも１つのメッセージの送信を要求す
ることを含む請求項２５に記載の方法。
【請求項２９】
　通信ファンクションを実行する前記ステップは、セルラーネットワークを経て少なくと
も１つの行先ネットワーク要素との電話セッションを確立することを含む請求項２２に記
載の方法。
【請求項３０】
　中間ネットワーク要素において前記行先ネットワーク要素との予想される通信の欠陥を
指定の時間周期内又は指定の時間までに確認するステップと、
　前記中間ネットワーク要素により１つ以上のネットワーク行先へ情報を通信して前記行
先ネットワーク要素との通信の欠陥を指示するステップと、
を更に備えた請求項２２に記載の方法。
【請求項３１】
　視覚表示を前記トランスポンダの各々に関連付ける前記ステップは、更に、タッチする
ことで認知できる物理的表示を前記トランスポンダの少なくとも１つに関連付けることを
含む請求項２２に記載の方法。
【請求項３２】
　前記移動ターミナルのユーザインターフェイス要素に対応するように前記トランスポン
ダの１つ以上を構成するステップを更に備え、そして前記移動ターミナルに受信されたコ
ンテンツは、各トランスポンダが構成された移動ターミナルのユーザインターフェイス要
素に関連したコンテンツに対応する請求項２２に記載の方法。
【請求項３３】
　１つ以上の前記トランスポンダが、前記移動ターミナルのグラフィックユーザインター
フェイス（ＧＵＩ）メニュー及び前記移動ターミナルの物理的キーボード要素の少なくと
も一方に対応するように構成される請求項２２に記載の方法。
【請求項３４】
　少なくともアプリケーション識別子及びコンテンツが記憶されているトランスポンダに
記憶された情報を移動ターミナルにより物理的にブラウジングするのを容易にするための
方法において、
　前記移動ターミナルから高周波（ＲＦ）アクチベーション信号を送信するステップと、
　前記トランスポンダが前記移動ターミナルのＲＦ送信レンジ内にあるときに前記ＲＦア
クチベーション信号に応答して前記トランスポンダをアクチベートするステップと、
　前記移動ターミナルが前記トランスポンダの後方散乱送信レンジ内にあるときに、少な
くともアプリケーション識別子及びコンテンツを、前記アクチベートされたトランスポン



(5) JP 4362444 B2 2009.11.11

10

20

30

40

50

ダからそれに対応する移動ターミナルで受信するステップと、
　前記アプリケーション識別子を使用して前記移動ターミナルにおいてローカルアプリケ
ーションを探索するステップと、
　前記コンテンツを前記ローカルアプリケーションへ供給するステップと、
　前記コンテンツの少なくとも一部分を使用して前記ローカルアプリケーションを実行す
るステップと、
を備えた方法。
【請求項３５】
　トランスポンダにより確認できるアクチベーション信号を送信すると共に、前記トラン
スポンダがそのアクチベーション信号によりアクチベートされるのに応答して少なくとも
アプリケーション識別子及びコンテンツを受信するためのトランシーバを含む高周波リー
ダーモジュールと、
　１つ以上のローカルアプリケーション及びリーダーアプリケーションを記憶するメモリ
と、
　前記メモリ及び前記高周波リーダーモジュールに結合されたプロセッサであって、前記
リーダーアプリケーションにより指令されたときに、前記アプリケーション識別子により
識別された前記ローカルアプリケーションの少なくとも１つを呼び出し、そしてそのロー
カルアプリケーションに前記コンテンツを供給するように構成されたプロセッサと、
を備えた移動ターミナル。
【請求項３６】
　ネットワークとのＯＴＡ通信を実行するための第２トランシーバを更に備えた請求項３
５に記載の移動ターミナル。
【請求項３７】
　前記呼び出されたローカルアプリケーションは、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ
）アプリケーションを含み、そして前記プロセッサは、前記ＳＭＳアプリケーションによ
り指令されたときに、前記第２トランシーバを経てネットワークへ前記コンテンツに少な
くとも部分的に基づくＳＭＳプッシュ要求を送信するように更に構成された請求項３６に
記載の移動ターミナル。
【請求項３８】
　前記呼び出されたアプリケーションは、マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）
アプリケーションを含み、そして前記プロセッサは、前記ＭＭＳアプリケーションにより
指令されたときに、前記第２トランシーバを経てネットワークへ前記コンテンツに少なく
とも部分的に基づくＭＭＳプッシュ要求を送信するように更に構成された請求項３６に記
載の移動ターミナル。
【請求項３９】
　前記呼び出されたアプリケーションは、ワイヤレスアプリケーションプロトコル（ＷＡ
Ｐ）ブラウザを含み、そして前記プロセッサは、前記コンテンツを経て与えられたＵＲＬ
により識別された少なくとも１つのネットワークサイトに前記ＷＡＰブラウザ及び第２ト
ランシーバを経てアクセスするためのＷＡＰセッションを確立するように更に構成された
請求項３６に記載の移動ターミナル。
【請求項４０】
　前記呼び出されたアプリケーションは、オブジェクトネーミングサービス（ＯＮＳ）問
合せアプリケーションを含み、そして前記プロセッサは、前記ＯＮＳ問合せアプリケーシ
ョンにより指令されたときにＯＮＳサーバーからネットワークアドレスをフェッチし、そ
して前記ＯＮＳサーバーから与えられたネットワークアドレスにより識別された少なくと
も１つのネットワークサイトに前記ＷＡＰブラウザ及び第２トランシーバを経てアクセス
するためのＷＡＰセッションを開始するように更に構成された請求項３６に記載の移動タ
ーミナル。
【請求項４１】
　前記呼び出されたアプリケーションは、Ｊａｖａダウンロードアプリケーションを含み
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、そして前記プロセッサは、前記Ｊａｖａダウンロードアプリケーションにより指令され
たときに、前記第２トランシーバを経てネットワークへ前記コンテンツに少なくとも部分
的に基づくＪａｖａアプリケーション要求を送信するように更に構成された請求項３６に
記載の移動ターミナル。
【請求項４２】
　前記呼び出されたアプリケーションは、移動ターミナルコンフィギュレーションアプリ
ケーションを含み、そして前記プロセッサは、前記コンテンツを経て与えられた移動ター
ミナルコンフィギュレーションデータを使用して前記移動ターミナルにおけるコンフィギ
ュレーション設定を更新するように更に構成された請求項３６に記載の移動ターミナル。
【請求項４３】
　前記呼び出されたアプリケーションは、スマートメッセージアプリケーションを含み、
そして前記プロセッサは、前記コンテンツと共に与えられた移動ターミナルコンフィギュ
レーションデータを使用して前記移動ターミナルにおけるコンフィギュレーション設定を
更新するために前記トランスポンダとインターフェイスするように更に構成された請求項
３６に記載の移動ターミナル。
【請求項４４】
　前記移動ターミナルは、ワイヤレス電話を含む請求項３５に記載の移動ターミナル。
【請求項４５】
　前記移動ターミナルは、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）及びポータブルコ
ンピュータの一方を含む請求項３５に記載の移動ターミナル。
【請求項４６】
　移動ターミナルによる情報の物理的なブラウジングを容易にするためのシステムにおい
て、
　少なくともアプリケーション識別子及びコンテンツが記憶された少なくとも１つのトラ
ンスポンダであって、アクチベーション信号に応答してアプリケーション識別子及びコン
テンツを送信することができるトランスポンダと、
　少なくとも１つの移動ターミナルであって、
　（ａ）前記アクチベーション信号を送信すると共に、前記トランスポンダがそのアクチ
ベーション信号によりアクチベートされるのに応答して前記アプリケーション識別子及び
コンテンツを受信するためのトランシーバを含む高周波リーダーモジュール、
　（ｂ）１つ以上のローカルアプリケーション及びリーダーアプリケーションを記憶する
ためのメモリ、
　（ｃ）前記メモリ及び前記高周波リーダーモジュールに結合されたプロセッサであって
、前記リーダーアプリケーションにより指令されたときに、前記アプリケーション識別子
により識別されたローカルアプリケーションの少なくとも１つを呼び出し、そしてそのロ
ーカルアプリケーションに前記コンテンツを供給するように構成されたプロセッサ、
を含むような移動ターミナルと、
を備えたシステム。
【請求項４７】
　使用可能な通信ファンクションの視覚表示を有する１つ以上のアイテムを更に備え、前
記少なくとも１つのトランスポンダの各々が前記アイテムの１つに関連され、そして前記
プロセッサは、前記アプリケーション識別子により識別されたローカルアプリケーション
を呼び出して、前記アクチベートされたトランスポンダに関連したアイテムに対応する通
信ファンクションを実行するように構成された請求項４６に記載のシステム。
【請求項４８】
　前記少なくとも１つのトランスポンダは、前記移動ターミナルに使用可能なユーザイン
ターフェイスの少なくとも一部分をエミュレートする請求項４６に記載のシステム。
【請求項４９】
　前記少なくとも１つのトランスポンダは、前記移動ターミナルに使用可能なグラフィッ
クユーザインターフェイス（ＧＵＩ）の少なくとも一部分をエミュレートする請求項４８
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に記載のシステム。
【請求項５０】
　前記少なくとも１つのトランスポンダは、ＧＵＩメニュー、ＧＵＩナビゲーション表示
、及びＧＵＩリンクの１つ以上をエミュレートする請求項４９に記載のシステム。
【請求項５１】
　前記少なくとも１つのトランスポンダは、前記移動ターミナルに使用可能なハードウェ
アユーザインターフェイスの少なくとも一部分をエミュレートする請求項４８に記載のシ
ステム。
【請求項５２】
　前記少なくとも１つのトランスポンダは、前記移動ターミナルに使用可能な数字キーパ
ッドをエミュレートする複数のトランスポンダを含み、そしてこれらトランスポンダに関
連したアイテムは、各々、前記移動ターミナルに使用可能な数字キーパッドの数字を描く
請求項５１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、移動通信に係り、より詳細には、高周波識別技術を使用して移動タ
ーミナルを経て使用可能な情報を探索し及び／又はサービス／アプリケーションを確立す
るためのシステム、方法及び装置に係る。
【背景技術】
【０００２】
　移動電話は、市場に最初に導入されたときはおそらく多くの人々により贅沢品と見られ
ていたが、今日では、我々社会により、非常に重要で、便利で且つ有用なツールとして見
られている。現在、非常に大勢の人々が、外出時に移動装置を携帯している。このワイヤ
レス通信の普及は、多数の新たなワイヤレスシステム、装置、プロトコル、等々を生み出
した。進歩したワイヤレス機能及び能力に対する消費者の需要も、ワイヤレス装置の有用
性及び能力において広範囲な技術的進歩をかきたてた。ワイヤレス／移動装置は、音声通
信を許すだけでなく、メッセージ伝送、マルチメディア通信、ｅ－メール、インターネッ
トブラウジング、並びに広範囲のワイヤレスアプリケーション及びサービスへのアクセス
も容易にする。
【０００３】
　ワイヤレス装置に使用するために、途方もない量のコンテンツ、アプリケーション、サ
ービス等が既に利用できる。しかしながら、移動ターミナルにアクセスできる情報の量は
、今後数年間に著しく増加するであろう。というのは、更なる技術的進歩が、デスクトッ
プとワイヤレスユニットとの間のギャップを減少し続けているからである。この過剰な情
報へのアクセスは、移動の世界を興奮させるものであるが、希望の情報を探索し種々のア
クセス方法を使用することは、その時々の移動ターミナルユーザにとって厄介なものとな
っている。実際に、現在の移動データサービスは、売れ出すのが比較的ゆっくりである。
というのは、既存の移動電話のユーザに提供されるサービス発見解決策が不便で且つ複雑
なことも一部にある。
【０００４】
　現在の移動データサービス発見及び開始は、様々な方法で行なわれている。ワイヤレス
アプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）を使用するブラウジングは、一般に、オペレータ
がプリセットしたサービスポータルから開始して、種々のメニューをクリックすることに
より前方にブラウジングしていくことを含む。他の現在移動データサービス発見は、ショ
ートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージのようなメッセージを、広告のような種々
のソースから送信する必要のある情報をサーチすることを含む。例えば、ユーザは、広告
をサーチして、コンテンツストリング及びアプリケーション番号を発見することが要求さ
れる。別の既存のサービス発見方法は、移動ターミナルコンフィギュレーション設定を含
む。現在、これは、ウェブサイトからコンフィギュレーションを開始するか、又はそれを
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個人的に要求することにより、しばしば実行される。
【０００５】
　更に、移動装置で使用するために利用される幾つかのアプリケーション又はサービスは
、このようなアプリケーション及び／又はサービスが非常に有用となる特定の位置又は状
態にユーザが物理的に入れられるまで、ほとんど価値のないものでよい。これは、位置に
基づくサービス（ＬＢＳ）と一般に称される概念を導いた。しかしながら、既存のＬＢＳ
は、一般に、ある形式のブラウジング、メッセージ伝送、又はユーザの側での他の特定の
行動を必要とし、上述した従来技術のいずれの欠点についてもユーザを救済するものでは
ない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、通信産業には、移動データサービスを発見し及び／又は開始する移動ターミナ
ルユーザの負担を軽減する方法が要望されている。本発明は、ユーザがある形式の情報を
希望する確率が高い状態／位置にいるときにサービス及び情報を探索するために多数のネ
ットワークサイト、広告、ドキュメント等を介してユーザが取捨選択を行う必要性を著し
く減少する。又、本発明は、ネットワークサービスの確立も容易にする。本発明は、これ
ら及び他の要望を満足すると共に、従来技術に勝る他の効果を与えるものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、移動ターミナルを経て使用可能な情報及びサービス／アプリケーションを探
索すると共に、高周波識別（ＲＦＩＤ）技術のような電磁／静電結合技術によりコンフィ
ギュレーション／プロビジョニング（構成／準備）情報のような他の情報の受信を容易に
するためのシステム、装置及び方法に向けられる。又、本発明は、高周波トランスポンダ
を使用して移動サービスの開始／実行を容易にするためのシステム、装置及び方法にも向
けられる。
【０００８】
　本発明の一実施形態によれば、移動ターミナルによる物理的ブラウジングを経て情報を
探索するための方法が提供される。この方法は、少なくともアプリケーション識別子及び
関連コンテンツを有する少なくとも１つのトランスポンダを、移動ターミナルユーザにア
クセスできる位置に用意するステップを備えている。移動ターミナルにより送信されたワ
イヤレス信号を介してトランスポンダがアクチベートされる。移動ターミナルがトランス
ポンダのワイヤレス送信レンジ内に物理的に配置されたときに、少なくともそのアクチベ
ートされたトランスポンダからのアプリケーション識別子及びコンテンツが移動ターミナ
ルに受信される。それに応答して、そのアプリケーション識別子により少なくとも部分的
に識別されるアプリケーションが移動ターミナルに呼び出される。
【０００９】
　本発明の別の実施形態によれば、少なくともアプリケーション識別子及びコンテンツが
記憶されているトランスポンダに記憶された情報を移動ターミナルにより物理的にブラウ
ジングするのを容易にするための方法が提供される。この方法は、移動ターミナルから高
周波（ＲＦ）アクチベーション信号を送信するステップと、トランスポンダが移動ターミ
ナルのＲＦ送信レンジ内にあるときにＲＦアクチベーション信号に応答してトランスポン
ダをアクチベートするステップとを備えている。移動ターミナルがトランスポンダの後方
散乱送信レンジ内にあるときに、少なくともアプリケーション識別子及びコンテンツが、
そのアクチベートされたトランスポンダからそれに対応する移動ターミナルに受信される
。アプリケーション識別子を使用して移動ターミナルにおいてローカルアプリケーション
が探索される。コンテンツがローカルアプリケーションへ供給され、次いで、コンテンツ
の少なくとも一部分を使用してローカルアプリケーションが実行される。
【００１０】
　本発明の別の実施形態によれば、移動ターミナルが提供される。この移動ターミナルは
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、トランスポンダにより確認できるアクチベーション信号を送信すると共に、トランスポ
ンダがそのアクチベーション信号によりアクチベートされるのに応答して少なくともアプ
リケーション識別子及びコンテンツを受信するためのトランシーバを含む高周波リーダー
モジュールを備えている。移動ターミナル内のメモリは、少なくとも１つのローカルアプ
リケーション及びリーダーアプリケーションを記憶する。メモリ及び高周波リーダーモジ
ュールにはプロセッサが結合される。このプロセッサは、リーダーアプリケーションによ
り指令されたときに、アプリケーション識別子により識別されたローカルアプリケーショ
ンの少なくとも１つを呼び出し、そしてそのローカルアプリケーションにコンテンツを供
給するように構成される。
【００１１】
　本発明の別の実施形態によれば、移動ターミナルによる情報の物理的なブラウジングを
容易にするためのシステムが提供される。このシステムは、少なくともアプリケーション
識別子及びコンテンツが記憶された少なくとも１つのトランスポンダを備えている。この
トランスポンダは、アクチベーション信号に応答してアプリケーション識別子及びコンテ
ンツを送信することができる。このシステムは、更に、少なくとも１つの移動ターミナル
を備えている。この移動ターミナルは、アクチベーション信号を送信すると共に、トラン
スポンダがそのアクチベーション信号によりアクチベートされるのに応答してアプリケー
ション識別子及びコンテンツを受信するためのトランシーバを有する高周波リーダーモジ
ュールを備えている。移動ターミナルは、１つ以上のローカルアプリケーション及びリー
ダーアプリケーションを記憶するためのメモリを備えている。メモリ及び高周波リーダー
モジュールにはプロセッサが結合され、このプロセッサは、リーダーアプリケーションに
より指令されたときに、アプリケーション識別子により識別されたローカルアプリケーシ
ョンの少なくとも１つを呼び出し、そしてそのローカルアプリケーションにコンテンツを
供給するように構成される。
【００１２】
　本発明の別の実施形態によれば、移動装置を経てサービスを開始するための方法が提供
される。この方法は、関連する情報を有する１つ以上のトランスポンダを、移動装置のユ
ーザに実質的にアクセスできる位置に用意するステップを備えている。各トランスポンダ
には視覚表示が関連され、各視覚表示は、実行されるべきファンクションに対応する。ト
ランスポンダに関連した視覚表示の近くに移動装置が配置されるのに応答して移動装置に
より送信されるワイヤレス信号を経て少なくとも１つのトランスポンダがアクチベートさ
れる。アクチベートされたトランスポンダからの情報は、移動装置に受信され、次いで、
移動装置は、移動装置により受信された情報により少なくとも部分的に識別された移動装
置アプリケーションを呼び出す。移動装置アプリケーションを呼び出すのに応答して、視
覚表示に対応するファンクションが実行される。
【００１３】
　本発明の別の実施形態によれば、高周波（ＲＦ）リーダーが装備された移動装置を経て
ネットワークにわたり通信するための方法が提供される。この方法は、１つ以上の視覚表
示される通信ファンクション識別子の中で少なくとも１つの希望の通信ファンクションを
識別するステップを備え、視覚表示される通信ファンクション識別子の各々には、情報を
記憶する少なくとも１つのトランスポンダが関連される。希望の通信ファンクションは、
それに対応する視覚表示される通信ファンクション識別子の近くに、ひいては、希望の通
信ファンクションに関連したトランスポンダの送信レンジ内に、ＲＦリーダーを配置する
ことにより、選択される。記憶された情報は、トランスポンダから移動装置においてＲＦ
リーダーを経て受信され、そして記憶された情報に応答して、少なくとも１つのローカル
アプリケーションが移動装置に呼び出される。次いで、アクチベートされたローカルアプ
リケーションにより容易にされた移動サービスを使用してネットワークにわたり少なくと
も１つの行先ネットワーク要素との通信が容易にされる。
【００１４】
　このような方法の更に特定の実施形態では、視覚表示される通信ファンクションが、移
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動装置ユーザの住居内で、移動装置ユーザに使用可能な１つ以上の位置に配置される。希
望の通信ファンクションは、健康に関する援助を要求することを含んでもよく、この場合
に、行先ネットワーク要素（１つ又は複数）との通信は、行先である健康管理施設へメッ
セージを送信するか又はその施設との通信セッションを確立することを含む。通信ファン
クションは、例えば、行先ネットワーク要素（１つ又は複数）へＳＭＳメッセージを送信
するか、ＭＭＳメッセージを送信するか、プッシュ・ツー・トーク（ＰＴＴ）メッセージ
を送信するか、等々により、ネットワークにわたりメッセージを送信することを含んでも
よい。又、通信ファンクションは、行先ネットワーク要素との電話セッションのような接
続を確立することを含んでもよい。１つの特定の実施形態では、この方法は、更に、中間
ネットワーク要素において、行先ネットワーク要素との通信の欠陥を、指定の時間周期内
に又は指定の時間までに確認するステップと、行先ネットワーク要素との通信の欠陥を指
示する情報を中間ネットワーク要素によりネットワーク行先（１つ又は複数）へ通信する
ステップとを含む。
【００１５】
　本発明の別の実施形態によれば、移動ターミナルを経て通信を開始するための方法が提
供される。この方法は、高周波識別（ＲＦＩＤ）タグを用意するステップを備え、ＲＦＩ
Ｄタグは、その各タグにより実行されるべきファンクションを識別する媒体に各々関連し
ている。移動ターミナルからＲＦＩＤアクチベーション信号が送信され、そしてＲＦＩＤ
タグが移動ターミナルの高周波（ＲＦ）送信レンジ内にあるときに、そのＲＦＩＤアクチ
ベーション信号に応答して少なくとも１つのＲＦＩＤタグがアクチベートされる。アプリ
ケーション識別子及びコンテンツは、移動ターミナルがＲＦＩＤタグの後方散乱送信レン
ジ内にあるときに、そのアクチベートされたＲＦＩＤタグから移動ターミナルに受信され
る。このアプリケーション識別子を使用して移動ターミナルにおいてローカルアプリケー
ションが探索され、そしてそのローカルアプリケーションにコンテンツが供給される。ロ
ーカルアプリケーションは、コンテンツの少なくとも一部分を使用して実行され、そのア
クチベートされたＲＦＩＤタグに関連したファンクションが実行される。
【００１６】
　このような方法の更に特定の実施形態では、媒体は、テキスト、像、写真、ブライユ点
字のようにタッチすることで認知できる物理的表示、音響等の１つ以上を含んでもよい。
別の特定の実施形態では、この方法は、更に、移動ターミナルのユーザインターフェイス
要素に対応するように１つ以上のＲＦＩＤタグを構成するステップを備え、この場合に、
移動ターミナルで受信されたコンテンツは、各ＲＦＩＤタグが構成されるところの移動タ
ーミナルのユーザインターフェイス要素に関連したコンテンツに対応する。更に特定の実
施形態では、ＲＦＩＤタグは、移動ターミナルのグラフィックユーザインターフェイス（
ＧＵＩ）メニュー及び／又は移動ターミナルの物理的キーボード要素に対応するように構
成される。
【００１７】
　本発明の更に別の実施形態によれば、ネットワークにわたる通信を容易にするためのシ
ステムが提供される。このシステムは、使用可能な通信ファンクションの視覚表示を各々
有する１つ以上のアイテムと、これらアイテムの１つに各々関連した１つ以上のトランス
ポンダとを備えている。又、このシステムは、ユーザにより動作できる移動装置も備えて
いる。この移動装置は、トランスポンダにより確認できるアクチベーション信号を送信す
ると共に、トランスポンダの１つに関連したアイテムの近くに移動装置が配置されたとき
にそのトランスポンダがアクチベーション信号によりアクチベートされるのに応答して少
なくともアプリケーション識別子及びコンテンツを受信するためのトランシーバを含む高
周波リーダーモジュールを備えている。又、移動装置は、ローカルアプリケーション及び
リーダーアプリケーションを記憶するためのメモリと、該メモリ及び高周波リーダーモジ
ュールに結合されたプロセッサも備えている。このプロセッサは、リーダーアプリケーシ
ョンにより指令されたときに、アプリケーション識別子により識別されたローカルアプリ
ケーションの少なくとも１つを呼び出し、そしてそのローカルアプリケーションにコンテ
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ンツを供給するように構成される。このように、アクチベートされたトランスポンダに関
連したアイテムに対応する通信ファンクションが実行される。
【００１８】
　本発明の更に別の実施形態によれば、ネットワークにわたる通信を容易にするためのシ
ステムが提供される。このシステムは、高周波（ＲＦ）リーダー装置と、ネットワークに
わたり通信するためのトランシーバと、１つ以上のアプリケーションモジュールとを含む
移動装置を備えている。使用可能な通信ファンクションの視覚表示を各々有する１つ以上
のアイテムも設けられる。このシステムは、更に、１つのアイテムの付近に各々配置され
た１つ以上のトランスポンダを備え、各トランスポンダは、ＲＦリーダー装置が１つのア
イテムの付近で、対応する１つのトランスポンダのＲＦ送信レンジ内に配置されたときに
、ＲＦリーダー装置からのトリガー信号の受信に応答してＲＦリーダー装置へ少なくとも
アプリケーション識別子を通信するためのアンテナ回路を備えている。ＲＦリーダー装置
は、通信されたアプリケーション識別子を受け取り、それに応答して、移動装置は、その
アプリケーション識別子により識別されたアプリケーションモジュールをアクチベートし
、通信ファンクションを実行する。
【００１９】
　本発明の別の実施形態によれば、高周波（ＲＦ）リーダー装置を有する移動装置に使用
するためのトランスポンダ装置が提供される。移動装置は、アプリケーション識別子によ
って各々識別可能な１つ以上の移動装置アプリケーションを備えている。トランスポンダ
装置は、移動装置を介して動作できる通信ファンクションを視覚的に描く視覚識別子と、
アプリケーション識別子を含む情報を記憶するためのメモリと、アンテナ回路とを含む。
このアンテナ回路は、移動装置が視覚識別子の近くに配置されてＲＦリーダー装置がトラ
ンスポンダ装置のＲＦ通信レンジ内にあるときにＲＦリーダー装置からキャリア信号を受
信し、そして後方散乱信号を介してアプリケーション識別子をＲＦリーダー装置へ送信し
て、アプリケーション識別子により識別された移動装置アプリケーションがその描かれた
通信ファンクションを実行できるようにする。
【００２０】
　以上に述べた本発明の概要は、本発明の各実施形態を説明するものではない。これは、
添付図面及びそれに関連した説明のためのものである。
　本発明は、添付図面に示された実施形態に関して説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　例示的実施形態の以下の説明においては、本発明を実施できる特定の実施形態を一例と
して示した添付図面を参照する。本発明の範囲から逸脱せずに構造及び動作について変更
がなされ得るので、他の実施形態も使用できることを理解されたい。
【００２２】
　この特許文書の開示の一部分は、版権保護を受ける資料を含む。版権所有者は、米国特
許商標庁の特許ファイル又は記録に現われるように特許文書又は特許開示を誰かが複写す
ることに異議を唱えるものではないが、全ての版権は保存されるものとする。
【００２３】
　一般に、本発明は、使用可能な情報及びサービス／アプリケーションを探索し、移動タ
ーミナルを経てネットワーク通信を確立し、そして電磁／静電結合技術によりコンフィギ
ュレーション／プロビジョニング情報のような他の情報の受信を容易にするための装置、
システム及び方法を提供する。一実施形態において、この電磁／静電結合は、電磁スペク
トルの高周波部分において、高周波識別（ＲＦＩＤ）を使用して実施される。移動装置に
はＲＦＩＤリーダーが装備され、そして移動ターミナルにより放射される高周波によりト
ランスポンダ即ち「タグ」がアクチベートされる。アクチベートされると、タグは、移動
ターミナルリーダーに情報を送信する。本発明の一実施形態では、タグは、ユーザが希望
するコンテンツに対するアドレス（１つ又は複数）、例えば、ユニフォーム・リソース・
ロケーター（ＵＲＬ）を与える。コンテンツそれ自体は、タグを経て与えられてもよい。
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このように、ブラウジングを必要とするであろう情報を供給するタグ又はこのような情報
をサーチする他の手段の近くに移動ターミナルユーザが来た場合に「物理的ブラウジング
」が容易にされる。又、本発明は、ＲＦＩＤタグを経てプロビジョニング及び／又はコン
フィギュレーション情報を供給することにより、移動ターミナルをプロビジョニングし又
は他のコンフィギュレーション情報を供給する便利な方法も提供する。更に、本発明は、
定義された通信ファンクションに関連したタグに単にタッチするか又は向けるだけで、ネ
ットワーク通信の確立を容易にする。
【００２４】
　図１は、本発明によるサービス発見及び開始、即ち「物理的ブラウジング」の実施形態
を示すブロック図である。ここに示す実施形態では、移動ターミナル１００は、場所から
場所へ移動し、そして移動ターミナル１００がトランスポンダのあるレンジ内に来たとき
に、動作、アプリケーション、サービス等を開始することができる。より詳細には、本発
明の一実施形態では、高周波識別（ＲＦＩＤ）技術に基づいて種々のトランスポンダ即ち
「タグ」を用意することを含む。図１は、多数のこのようなタグ、即ちＲＦＩＤタグ１０
２、１０４、１０６、１０８を示す。移動ターミナル１００がタグのあるレンジ内に来る
と、移動ターミナルに関連したＲＦＩＤリーダー１１０が、各ＲＦＩＤタグからの情報を
読み取る。本発明によりＲＦＩＤリーダー１１０が装備されたいかなる形式のワイヤレス
／移動ターミナル１００が使用されてもよく、例えば、セルラー電話１１２、パーソナル
デジタルアシスタント（ＰＤＡ）１１４、ノートブック又はラップトップコンピュータ１
１６、或いはＲＦリーダー１１０が装備された装置１１８で表わされた他の形式のワイヤ
レスターミナルが使用されてもよい。
【００２５】
　ＲＦＩＤ技術は、電磁スペクトルの高周波（ＲＦ）部分に電磁又は静電結合を使用する
ものである。ＲＦＩＤリーダー１１０は、少なくともアンテナ及びトランシーバー（図１
には示さず）を備えている。タグにタッチするか又はタグの所定レンジ内に入ったときに
タグ１０２、１０４、１０６、１０８をアクチベートするＲＦＩＤリーダー１１０からＲ
Ｆ信号が送信される。タグがアクチベートされると、ＲＦＩＤリーダー１１０へ情報を返
送する。より詳細には、受動的タグ（以下に述べる）の場合には、ＲＦＩＤリーダー１１
０により発生される経時変化電磁ＲＦ波によってタグを付勢することができる。ＲＦフィ
ールドが、タグに関連したアンテナコイルを通過するときに、コイルにまたがって電圧が
発生される。この電圧が最終的にタグを付勢するのに使用されて、タグがリーダーへ情報
を返送できるようにし、これは、後方散乱とも称される。
【００２６】
　この情報を使用して、ＲＦＩＤリーダー１１０は、受信した情報から識別される動作を
実行するように移動ターミナル１００に指令することができる。ＲＦＩＤの１つの効果は
、直接接触を必要としないことであるが、ＲＦＩＤタグとの直接接触を行うこともでき、
ある場合には、必要とされることもある。使用する周波数は、リーダー／タグリンクの送
信レンジを少なくとも部分的に指令する。タグへの移動ターミナル１００の必要な接近度
は、使用する周波数及び電力出力に基づき、非常に短い距離（タッチするか又はタッチに
近い）から、数メーターの範囲である。図１に示すＲＦＩＤタグの各々は、そのＲＦＩＤ
タグに対するレンジを示す。例えば、移動ターミナルがＲＦＩＤタグ１０２のレンジ１２
０内に来たときには、タグ１０２がＲＦＩＤリーダー１１０からの信号を受信し、そして
希望の情報で応答することができる。ＲＦＩＤタグ１０４、１０６、１０８に対して、他
のレンジ１２２、１２４、１２６が各々示されている。
【００２７】
　又、本発明の一実施形態は、実質的に送信レンジをもたないタグを含むが、むしろ、移
動ターミナル１００の対応コンタクトに物理的に結合するコンタクトを含んでもよいこと
にも注意されたい。このような実施形態は、ＲＦＩＤ又は他のアナログ技術の利益の幾つ
かをそれ自体活用できないが、このような実施形態を本発明に関連して実現することがで
きる。



(13) JP 4362444 B2 2009.11.11

10

20

30

40

50

【００２８】
　本発明に関連していかなる形式のＲＦＩＤタグを使用してもよい。例えば、ＲＦＩＤタ
グは、能動的でも受動的でもよい。能動的タグは、内部バッテリを必要とし、しばしば読
み取り／書き込みタグである。受動的タグは、専用電源を必要とせず、リーダーから発生
された動作電力を得る。更に、タグは、種々の形状及びサイズでよいが、一般的には、カ
スタム設計のシリコン集積回路をベースとする。本発明に関連していかなるトランスポン
ダ／タグを使用してもよく、タグの形式、サイズ等は、本発明による物理的ブラウジング
が使用される特定の環境及び目的に依存する。
【００２９】
　ユーザが物理的に遭遇する種々の位置に多数のこのようなタグを配置することもできる
。例えば、このようなタグは、小売店や、ホテルや、レストランや、ナイトクラブや、バ
ス停や、駅や、空港や、オフィスや、タクシーや、会議センター等に配置することができ
る。タグのプロバイダーが情報を与えるのに効果的であり及び／又は移動ターミナルユー
ザがこのような情報を得るのに便利ないかなる場所も、本発明によるタグ位置の候補であ
る。例えば、レストランは、玄関のドアの外側に、又はレストランのメニューを備えた入
口ドアのフレームにタグを埋め込むことができる。或いは又、タグは、レストランの場所
に対してユニフォーム・リソース・ロケーター（ＵＲＬ）のようなアドレスを与え、予約
及び／又は現在席待ち時間が得られるようにしてもよい。別の例として、ナイトクラブは
、このようなタグを使用して、タクシーサービス連絡情報のようなタクシーサービス情報
を与えるか、又はタクシーの要請を開始することもできる。このようなタグは、ナイトク
ラブのドアフレームや、テーブルや、専用のタクシーステーション又はそこに配置された
キオスクに取り付け又は埋め込むことができる。ナイトクラブは、最も優良の又は最も近
くのタクシーサービスの１つ以上のタクシーサービス連絡番号を与えることができる。
【００３０】
　別の実施形態によれば、このようなタグは、ユーザが良く居る場所、例えば、個人の家
、オフィス、自動車等に配置できる。例えば、図８－１５に関連して詳細に説明する本発
明の一実施形態では、対応する希望の通信ファンクションが表示された希望のタグにＲＦ
リーダーをタッチさせ／向けるだけで、ネットワーク通信を容易に開始しそして実行する
ようにタグを使用することができる。例えば、特定のサービスを開始することが困難な年
配者は、ＲＦリーダーが装備された自分の移動装置を、ＳＭＳ／ＭＭＳメッセージの送信
や、セルラー接続の確立等の特定のネットワークサービスを開始するように定義されたタ
グに向けるか又はタッチさせるだけでよい。
【００３１】
　以上のことから明らかなように、このような物理的ブラウジング及び／又は通信開始に
対する可能性は、実質上、無制限である。物理的タグをこのように使用することにより、
移動ターミナルのユーザは、その物理的位置におそらく関連するある情報に対して「電子
的に」ブラウジングしなければならない負担が軽減される。例えば、本質的に全てのレス
トランがメニュー及びおそらく席待ち時間を有しているから、個人が、物理的にレストラ
ンの近くにいる間にその情報を知りたがることは推測できる。通行人にレストランへ行っ
てこの情報を尋ねるように要請したり、又は個人に自分のワイヤレス装置を経てこの情報
を電子的にブラウズするよう要請したりせずに、レストランの場所、即ち通行人の現在位
置にこれを単に設けることができる。更に、ユーザは、移動装置において番号をダイヤル
したり、移動装置によりユーザインターフェイススクリーン又はメニューを介して誘導し
たり、等々を行わねばならないことが軽減される。
【００３２】
　図２は、本発明によるＲＦＩＤ物理的ブラウジング／接続確立を使用して開始すること
のできる多数の代表的なサービス形式を示す。本発明のこの態様の理解を容易にするため
に、各代表的なサービス形式は、異なるＲＦＩＤタグに関連するものとして示されている
。ＲＦＩＤタグ２００は、第１のサービス形式、即ちショートメッセージサービス（ＳＭ
Ｓ）を開始するものとして示されている。説明上、タグ２００が受動的タグであると仮定
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すれば、移動ターミナル２０４に関連したＲＦＩＤリーダー２０２は、信号を発生し、そ
してＲＦＩＤタグ２００は、これがその信号を受信すると、ＳＭＳサービス開始応答２０
６を返送する。以下で詳細に説明するように、ＳＭＳサービス開始応答２０６に関連した
情報は、開始すべき移動ターミナル２０４のアプリケーションを識別するための識別子と
、コンテンツとを含む。移動ターミナル２０４のリーダーアプリケーションは、タグ応答
２０６のコンテンツ部分を、識別子に基づいて移動ターミナル２０４の別のアプリケーシ
ョンへ供給する。この実施形態では、ＳＭＳアプリケーションが呼び出され、そしてＳＭ
Ｓメッセージ及びプレミウムサービスＳＭＳ番号が、トランシーバ２１０を経てオペレー
タネットワーク２１２へ送信されたＳＭＳプッシュ要求２０８により示されたサービスプ
ロバイダーへ送信される。
【００３３】
　開始することのできる別の代表的なサービス形式は、マルチメディアメッセージサービ
ス（ＭＭＳ）である。ＲＦＩＤタグ２１４は、ＭＭＳサービス開始応答２１６を上述した
ように与える。移動ターミナル２０４のリーダーアプリケーションは、タグ応答２１６の
コンテンツ部分を、タグ２１４に関連した識別子に基づいて移動ターミナルのアプリケー
ションへ供給する。ＭＭＳアプリケーションが呼び出され、例えば、オペレータネットワ
ーク２１２へ送信されるＭＭＳプッシュ要求２１８によりプレミウムＭＭＳをインバイト
する。
【００３４】
　ワイヤレスアプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）ブラウジング、又は移動ブラウジン
グを容易にする同様のプロトコルは、本発明により開始することのできる別の代表的なサ
ービス形式である。この技術で知られているように、ＷＡＰは、インターネット規格及び
ワイヤレスサービス規格の両方の特性及び機能を考慮すると共に、インターネット及び他
のネットワークをワイヤレスネットワークプラットホームと一体化するプロトコルのセッ
トである。従って、ＷＡＰは、ワイヤラインインターネットパラダイムとワイヤレスドメ
インとの間のギャップを橋絡し、ワイヤレス装置のユーザが両プラットホームにまたがる
インターネットの利益を楽しむことができる。ＷＡＰブラウジングがサービス形式である
実施形態では、タグ２２０は、アプリケーション識別子を、例えば、ＵＲＬ２２２のよう
なアドレスを含むコンテンツと共に、移動ターミナル２０４のＷＡＰブラウジングアプリ
ケーションに与える。ＷＡＰブラウザを呼び出すと、移動ターミナルは、ＷＡＰブラウジ
ング２２４により指定のＵＲＬに接続する。移動ターミナル２０４は、プリセットされた
ＷＡＰゲートウェイアドレスを使用して指定のＵＲＬに接続してもよい。
【００３５】
　別の代表的なサービス形式は、Ｊａｖａダウンロード（又は同様のプログラミング技術
）である。タグ２２６は、移動ターミナル２０４により発生されてＲＦＩＤリーダー２０
２により読み取られた信号に応答して、Ｊａｖａダウンロード開始応答２２８を与える。
ＲＦＩＤリーダー２０２は、移動ターミナル２０４のアプリケーションにコンテンツ部分
を供給し、これは、最終的に、ＪａｖａＭＩＤｌｅｔ要求２３０のようなＪａｖａ（例え
ば）アプリケーション要求の送信を招き、ここで、ＭＩＤｌｅｔは、一般に、準拠する移
動装置において実行される小さなＪａｖａアプリケーション（例えば、アプレット）を指
す。Ｊａｖａアプリケーションがダウンロードされると、移動ターミナル２０４において
実行することができる。本発明は、他の同様のプログラミング技術にも等しく適用でき、
Ｊａｖａは、ここでは、代表例として説明することを理解されたい。従って、以下の説明
及び請求の範囲に使用するＪａｖａアプリケーションという語は、移動ターミナルに使用
することのできる他の同様のプログラミング言語を含むことを意図している。
【００３６】
　ＯＮＳ要求は、本発明により開始することのできるサービス形式の別の例である。ＲＦ
ＩＤタグ２３２は、ユニバーサルプロダクトコード（ＵＰＣ）２３４のようなコンテンツ
、又は電子プロダクトコード（ＥＰＣ）のような同様のコードを発生することができる。
タグ２３２情報に関連した識別子は、オペレータネットワーク２１２への要求、例えば、
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オブジェクトネーミングサービス（ＯＮＳ）要求２３６を与えるプログラムを開始するこ
とができる。ＯＮＳは、情報を供給できるところのＵＰＣ及び／又はＥＰＣをルックアッ
プするためにオペレータネットワーク２１２を経て利用できるサービスである。それ故、
このような要求２３６は、最終的に、ネットワーク２１２がその要求された情報を移動タ
ーミナルへ返送するように導く。
【００３７】
　開始することのできる別の代表的なサービス形式は、セルラー電話接続である。ＲＦＩ
Ｄタグ２５０は、上述したように、セルラーサービス開始応答２５２を与える。移動ター
ミナル２０４のリーダーアプリケーションは、電話番号のようなタグ応答２５２のコンテ
ンツ部分を、タグ２５０に関連した識別子に基づく移動ターミナルのアプリケーションへ
供給する。ワイヤレス電話アプリケーションが呼び出され、最終的に、オペレータネット
ワーク２１２を経てセルラー接続２５４を確立する。
【００３８】
　開始することのできる別の代表的なサービス形式は、プッシュ・ツー・トーク（ＰＴＴ
）サービスである。「プッシュ・ツー・トーク・オーバー・セルラー」（ＰｏＣ）とも一
般に称されるＰＴＴサービスは、移動ネットワークにおいて１対１及び１対多の直接的な
音声通信サービスを与える。「常時オン」接続をもつことが考えられ、この場合、ＰＴＴ
クライアント装置のボタンを押すだけで個人及び通話グループの両方に対して半二重通信
を開始することができる。ＰＴＴは、ユーザインターフェイス動作に対して既に容易であ
るが、メニューの選択が必要であり、年配者や障害者のような個々のユーザは、本発明を
使用して特定のユーザへのＰＴＴ通信を開始することから利益を得ることができる。ＲＦ
ＩＤタグ２５６は、上述したように、ＰＴＴ開始及びユーザ行先応答２５８を与える。移
動ターミナル２０４のリーダーアプリケーションは、記録された音声メッセージのような
タグ応答２５８のコンテンツ部分を、タグ２５６に関連した識別子に基づいて移動ターミ
ナルのアプリケーションへ供給する。ＰＴＴクライアントアプリケーションが呼び出され
、最終的に、オペレータネットワーク２１２を経ての生の又は記録されたＰＴＴ送信２６
０を許す。
【００３９】
　以上に述べたサービス形式は、オペレータネットワーク２１２とのある程度の通信を伴
う。しかしながら、本発明は、最終的なネットワーク接続を伴わない状況にも適用するこ
とができる。ＲＦＩＤタグ２３８は、装置コンフィギュレーション２４０が移動ターミナ
ル２０４に与えられる１つのこのような状況を示している。例えば、これらのコンフィギ
ュレーションは、ＷＡＰ、ＳＭＳ、ＭＭＳ等、又は他のプロビジョニング情報に対する初
期設定でよい。例えば、ＲＦＩＤタグ２３８は、移動電話の購入者に、新たな移動電話と
共に与えられてもよい。タグ２３８は、購入時に、移動電話のパッケージとは別に、移動
装置を準備するのにタグ２３８を必要とするような盗難防止メカニズムとして与えられて
もよい。或いは又、このようなタグは、パッケージ自体の中に設けることもできるし、又
はそれと一体的に設けることもできる。次いで、移動装置は、ＲＦＩＤタグ２３８により
与えられる情報を経て幾つかの用途に対して準備又は構成することができる。例えば、タ
グ２３８の識別子は、アクチベートされるべき移動ターミナル２０４のアプリケーション
を識別することができ、そしてタグ２３８に関連したコンテンツは、ＷＡＰ、ＳＭＳ、Ｍ
ＭＳ、ＥＭＳ等の初期情報を含むプロビジョニング情報を与えることができる。或いは又
、ＲＦＩＤタグ２３８は、ユーザをプロビジョニング／コンフィギュレーションサイトへ
案内するためのＵＲＬを与えてもよい。移動ターミナルに対する他の構成をタグ２３８に
より与えることもできる。個人は、ユーザプロフィール、壁紙、ユーザインターフェイス
「スキン」、ＥＭラジオチャンネル、デジタルビデオ放送地上（ＤＶＢ－Ｔ）キー等の幾
つかの移動ターミナルコンフィギュレーションを含むＲＦＩＤステッカーを購入すること
ができる。
【００４０】
　更に、タグ２４２は、スタンドアローンコンテンツ２４４を移動ターミナル２０４に与
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えるように、同様に使用することができる。このコンテンツは、例えば、テキスト、映像
、ビジネスカード等でよい。一実施形態では、コンテンツは、以下に詳細に述べるスマー
トメッセージインターフェイスを経てＲＦＩＤリーダー２０２へ与えられる。他のＲＦＩ
Ｄタグ２４６は、他のサービス形式に関連されて、本発明の原理に基づき異なる形式のコ
ンテンツを与えることができる。
【００４１】
　別の実施形態では、移動装置ユーザインターフェイス（ＵＩ）２６２の内蔵入力装置は
、一般的なタッチ又はポインティング装置、及び外部構成で設定された多数のプログラム
可能な要素と交換されてもよいし又はそれらにより増強されてもよい。より詳細には、外
部のＵＩ要素は、ＲＦタグ２６４として実施されてもよく、そして一般的なタッチ／ポイ
ンティング装置は、リーダー装置として実施されてもよい。例えば、ＲＦタグは、移動電
話キーボードのデジット又は他の表示を有し、例えば、１つのタグは、キーボードの数字
「１」に対応し、別のタグは、キーボードの数字「２」に対応し、等々である。グラフィ
ックユーザインターフェイス（ＧＵＩ）メニュー、アイコン、ナビゲーション指示、リン
ク等の他のＵＩ要素がタグ２６４を経て設けられてもよい。タグ２６４は、指定のＵＩ要
素２６６を移動ターミナル２０４へ与え、そこで、それらは、ＵＩ要素が移動ターミナル
自体を経てアクチベートされたかのように確認される。更に特定の例を図１１について説
明する。
【００４２】
　図３は、本発明の物理的ブラウジングの原理を組み込んだ移動ターミナル実施の一実施
形態を示すブロック図である。移動ターミナルには、少なくとも受信器を含むＲＦＩＤリ
ーダー３００が装備されている。これは、１つ以上のタグをアクチベートするための信号
を送信した後に、タグから識別子及び連絡情報を受信する。リーダー３００は、識別子３
０１及びコンテンツ３０２をＲＦＩＤリーダーアプリケーション３０４へ転送する。識別
子３０１は、開始すべき適当なアプリケーションを探索するのに使用され、そしてコンテ
ンツ３０２は、その探索されたアプリケーションにより使用される。例えば、ＲＦＩＤリ
ーダーアプリケーション３０４は、ＳＭＳアプリケーション３０６を指定するための識別
子３０１を使用してＳＭＳアプリケーション３０６を開始することができる。次いで、コ
ンテンツ３０２をＳＭＳアプリケーション３０６に与え、ＳＭＳメッセージ及びＳＭＳサ
ービス番号をオペレータネットワークへ送信する等の適当なやり方で使用することができ
る。
【００４３】
　リーダーアプリケーション３０４は、種々様々の異なる形式のアプリケーションを開始
することができる。ＳＭＳアプリケーション３０６以外のアプリケーションは、ＭＭＳア
プリケーション３０８、ＷＡＰブラウザ３１０、Ｊａｖａダウンロードアプリケーション
３１２、ＯＮＳ問合せアプリケーション３１４、装置コンフィギュレーションアプリケー
ション３１６、スマートメッセージインターフェイス３１８及びそれに関連したビューア
アプリケーション３２０、セルラー電話アプリケーション３２２、ＰＴＴアプリケーショ
ン３２４、等々を含む。識別子３０１により識別されたＭＭＳアプリケーション３０８は
、移動ターミナルへ供給されるべきプレミウムＭＭＳをインバイトすることができる。こ
れを行なう１つのやり方は、ＳＭＳメッセージを経てＭＭＳを移動ターミナルに通知し、
そして移動ターミナルがＷＡＰブラウザによりＭＭＳコンテンツを読み取るようにさせる
ことである。これは、ＷＡＰブラウザ３１０を呼び出し、これは、次いで、特定のＵＲＬ
においてＷＡＰセッションを開始する。又、ＷＡＰブラウザ３１０は、識別子３０１がＷ
ＡＰブラウザ３１０を指定する場合にも開始され、ＵＲＬのようなコンテンツ３０２がＷ
ＡＰブラウザに与えられてそのＵＲＬにおいてＷＡＰセッションを開始する。
【００４４】
　Ｊａｖａダウンロードアプリケーション３１２は、適当な識別子３０１により開始する
ことができ、これは、Ｊａｖａダウンロードを開始する。ＲＦＩＤタグには、情報の多数
の異なる変形をコンテンツ３０２として記憶することができる。より詳細には、Ｊａｖａ
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プログラムは、通常、１）プログラムの実行可能なバイトコードであるクラスファイルと
、２）クラスの動的状態（即ち、シリアル化状態）と、３）例えば、Ｊａｖａプログラム
をいかに実行すべきか等を記述する拡張可能なマークアップ言語（ＸＭＬ）ファイルのよ
うな展開記述子と、を含む３つの部分を備えている。典型的なＪａｖａプログラム展開で
は、クラスファイル及び展開記述子を含むＪａｖａ書庫（ＪＡＲ）ファイルが配布される
。ＭＩＤｌｅｔｓでは、ＪＡＲファイルを付随する個別の展開記述子ファイルがある。ク
ラスファイル、動的クラス状態、及び展開記述子は、異なる組み合わせでＲＦＩＤタグに
記憶することができる。
【００４５】
　第１例として、シリアル化情報は、実際のバイトコードが検索されるＵＲＬと共にタグ
に含まれてもよい。ＵＲＬが固定される場合には、クラスネームを独特の識別子とし、Ｊ
ａｖａバーチャルマシンクラスローダーが所要の実行可能なバイトコードをダウンロード
する状態で、同じことを実行できる。別の例として、展開記述子のＪａｖａウェブスター
ランチファイルであるＪａｖａネットワークランチングプロトコル（ＪＮＬＰ）ファイル
をタグに記憶することができる。このＪＮＬＰファイルは、プログラムの記述と、クラス
ファイルをダウンロードできるところのＵＲＬとを含む。移動ターミナルは、同じプログ
ラムが異なるＲＦＩＤタグから再びスタートされる場合にクラスファイルをキャッシュ処
理することができる。別の例は、バイトコード及び展開記述子を、スペースを節約するた
めにおそらく圧縮フォーマットでタグに入れることである。更に別の例は、コード及びシ
リアル化情報をタグに含ませることである。これは、移動ターミナルユーザ間にＭＩＤｌ
ｅｔｓを容易に振り分けられるようにする。
【００４６】
　Ｊａｖａダウンロードアプリケーション３１２を使用する更に特定のアプリケーション
は、ＭＩＤｌｅｔｓ、又はここで「スニプレット(sniplet)」と称される限定バージョン
をある移動装置から別の移動装置へ自由に転送するのを許すことである。スニプレット自
体は、それ自身に著しい価値を与えても与えなくてもよいが、他のサービスを可能にする
ために使用できる。例えば、レストランは、レストランの名前、住所及びメニューを含む
小さなスニプレットを配布するＲＦＩＤタグを有してもよい。レストランが人気のあるレ
ストランである場合には、人々がスニプレットを貯めて携帯し他の人に配布し始めること
ができる。
【００４７】
　このようなＭＩＤｌｅｔ／スニプレットは、クラスコード及びシリアル化情報の一方又
は両方を含むことができる。シリアル化データは、受信側装置がネットワークから所要の
データをダウンロードするのを許す独特の識別子であるクラスネームを含む。例えば、レ
ストランのスニプレットは、次の通りでよい。
　Public class RestaurantSniplet extends com.nokia.sniplet.GenericSniplet
  {
    String restaurantName;
    String restaurantAddress;
    String restaurantURL;
    String menu;
    Public byte [] serialize ();
    Public void unserialize (byte [] data);
   }
【００４８】
　レストランのＲＦＩＤタグは、次のようにシリアル化フォーマットで情報を含んでもよ
い。
　Class=com.nokia.sniplet.RestaurantSniplet;
  restaurantName=Kabuki;
  menu=sushi, 5C
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【００４９】
　移動ターミナルは、このシリアル化データを受信すると、「com.nokia.sniplet.Restau
rantSniplet」と称されるクラスをメモリに既に有するかどうかチェックする。もし有し
ていれば、そのクラスとデータを新たなインスタンスへと結合することができる。このよ
うな場合には、データがあまりなく、従って、帯域巾の節約となる。例えば、１００店の
レストランに関連する情報が節約できた場合には、コードをメモリに一度記憶するだけで
よく、一方、動的なデータが１００回記憶されることになる。コードを一度記憶するだけ
であれば、必要な記憶容量が著しく減少される。
【００５０】
　図３を参照すれば、識別子３０１は、ＯＮＳ問合せアプリケーション３１４を指定して
もよく、この場合、コンテンツ３０２は、１つ以上のＵＰＣ又はＥＰＣを含むことになる
。この場合には、移動ターミナルは、例えば、所定のＷＡＰゲートウェイアドレスを使用
してブローカーサイトに接続することができ、ここで、ＵＰＣ／ＥＰＣがＵＲＬに変換さ
れ、これを使用してＷＡＰサーバーから情報を得ることができる。検索されたＵＲＬは、
次いで、ＷＡＰブラウザのようなブラウザを経て使用することができる。又、識別子３０
１は、ＷＡＰ／ＳＭＳ／ＭＭＳ設定、プロフィール、壁紙、ユーザインターフェイススキ
ン等の設定を構成する装置コンフィギュレーションアプリケーション３１６を指定しても
よい。コンテンツ３０２は、新たなコンフィギュレーションに対応するデータを与える。
又、同様に、識別子３０１は、セルラー電話アプリケーション３２２を指定してもよく、
ここで、コンテンツ３０２は、電話番号を含んでもよい。又、識別子は、プッシュ・ツー
・トーク（ＰＴＴ）アプリケーション３２４及び他のアプリケーションを指定してもよい
。
【００５１】
　既に説明したように、ＲＦＩＤタグは、ＲＦＩＤリーダー３００を経て移動ターミナル
へコンフィギュレーションデータ及び／又は他のスタンドアローンコンテンツを与えるの
に使用されてもよい。識別子３０１は、ＲＦＩＤリーダーアプリケーション３０４の助け
で呼び出される適当なアプリケーションを識別する。一実施形態では、識別子３０１は、
呼び出されるべきスマートメッセージインターフェイス３１８を指定し、そしてコンテン
ツ３０２は、スマートメッセージインターフェイスにより受け入れることのできるいかな
る形式のコンテンツも含む。この技術で知られているように、「スマートメッセージ伝送
」は、ＳＭＳのようなオーバー・ザ・エア（ＯＴＡ）メッセージサービスを介してコンテ
ンツを送信及び受信するための概念である。スマートメッセージ伝送プロトコルを使用す
ると、ビジネスカード（例えば、ｖＣａｒｄ）、リングトーン、ロゴ、映像メッセージ、
ＪａｖａＭＩＤｌｅｔｓ、カレンダーエントリー、ネットワークアクセス設定等のコンテ
ンツをＯＴＡで送信することができる。スマートメッセージは、本質的に、それ自身のプ
レフィックス及びコードを有する特殊な形式のテキストメッセージであって、移動ターミ
ナルが、移動ターミナルユーザへ向けられたテキストメッセージではなく機能的メッセー
ジとしてメッセージを確認できるようにするものである。
【００５２】
　スマートメッセージインターフェイス３１８は、スマートメッセージ伝送プロトコルに
より与えられるＲＦＩＤタグ情報の適切な受信を容易にする。タグは、スマートメッセー
ジコンテンツ３０２（又はＥＭＳコンテンツのような他のコンテンツ）を含む。適切に受
信すると、移動ターミナルは、１つ以上のスマートメッセージビューアプリケーション３
２０の助けでローカルディスプレイにコンテンツを表示することができる。更に、移動タ
ーミナルユーザは、コンテンツを編集し及び／又はそれを他のものへ転送するように任意
に選択することができる。スマートメッセージ伝送を使用して移動ターミナルへコンテン
ツ３０２を供給することは、全ての移動ターミナルユーザに物理的なツール（例えばデジ
タルカメラ）や視覚メッセージを生成するのに必要な熟練度が備わっているのではなく、
戦略的に配置されたタグからそれらを得ることができるので、効果的である。例えば、旅
行者に魅力的なＲＦＩＤタグは、その位置に関連した映像を、スマートメッセージ伝送（
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又は他の）プロトコルを使用してＲＦＩＤリーダー３００へ与えることができ、これによ
り、訪問したバケーションサイトの映像を旅行者に瞬時に与えることができる。別の例と
して、企業の役員は、スマートメッセージ伝送（又は他の）プロトコルを使用して訪問者
の移動ターミナルへ瞬時に送信することのできるｖＣａｒｄを含むＲＦＩＤタグを自分の
オフィス又はその付近にもつことができる。種々様々な他のアプリケーションも存在し、
上記の例は、代表的な例に過ぎないことが意図される。
【００５３】
　図４は、ＳＭＳ、ＥＭＳ及びＭＭＳを含むメッセージサービスのＲＦＩＤベースのサー
ビス開始のシステムレベル実施の実施形態を示す図である。これらのサービス形式は、移
動ターミナルがＲＦＩＤタグと通信しそしてタグコンテンツを得た後にオペレータネット
ワークと通信することを伴う。図２を参照して説明したように、ＲＦＩＤタグ４００は、
該タグ４００のある接近領域内に入った移動ターミナル４０２に応答してＳＭＳ、ＭＭＳ
等のサービス開始を与えてもよい。タグ情報は、そのリーダーを経て移動ターミナル４０
２へ読み込まれ、そしてリーダーアプリケーションは、タグ４００により与えられた識別
子に基づいて適切なＳＭＳ、ＭＭＳ等のアプリケーションを呼び出す。ＳＭＳ／ＭＭＳア
プリケーションは、次いで、オペレータネットワークと通信して、ＳＭＳ／ＭＭＳインビ
テーションに対応するメッセージを受信することが必要である。
【００５４】
　ここに述べるＳＭＳ／ＭＭＳ実施形態は、多数のネットワークシステムに適用すること
ができる。説明上、図４は、汎用パケット無線システム（ＧＰＲＳ）移動通信ネットワー
クに関連して説明するが、これに限定されるものではない。ＧＰＲＳは、移動通信用のグ
ローバルシステム（ＧＳＭ）に対するパケット交換サービスであり、インターネットモデ
ルを監視して、３Ｇ（第三世代）ネットワークに向うシームレスな移行を可能にする。従
って、ＧＰＲＳは、移動ＧＳＭ及び時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）ユーザに対して実際
のパケット無線アクセスを与え、これは、ワイヤレスアプリケーションプロトコル（ＷＡ
Ｐ）サービスにとって理想的なものである。図４及び５の実施形態は、一般に、ＧＰＲＳ
と、該ＧＰＲＳの基礎的なデジタル技術であるＧＳＭとに関連して説明するが、ＧＳＭ及
びＧＰＲＳを特に参照するのは、本発明の理解を容易にするためであることを認識された
い。ここに述べる説明から当業者に容易に明らかなように、本発明は、他の回路交換及び
パケット交換技術、３Ｇ技術、等々を含む他の技術にも等しく適用することができる。
【００５５】
　図４を参照すれば、移動ターミナル４０２は、エアインターフェイスを経てベーストラ
ンシーバステーション（ＢＴＳ）４０４と通信する。このＢＴＳ４０４は、加入者のトラ
フィックが移動ターミナル４０４へ及び移動ターミナル４０４から通信されるところのエ
アインターフェイスを終端するワイヤレスネットワークアクセスインフラストラクチャー
の要素である。ベースステーションコントローラ（ＢＳＣ）４０６は、とりわけ、ハンド
オフ機能を与えると共に、各ＴＢＳ４０４の電力レベルを制御するスイッチングモジュー
ルである。ＢＳＣ４０６は、ＧＳＭワイヤレスネットワーク４０８において移動交換セン
ター（ＭＳＣ）（図示せず）とＢＴＳ４０４との間のインターフェイスを制御し、従って
、コール設定ファンクション、シグナリング、及び無線チャンネルの使用において１つ以
上のＢＴＳを制御する。又、ＢＳＣ４０６は、ＧＰＲＳネットワーク４１２においてサー
ビングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）４１０とＢＴＳ４０４との間のインターフェ
イスも制御する。
【００５６】
　サービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）４１０は、ベースステーションサブシ
ステム（ＢＳＳ）を経て、より詳細には、ＧＳＭシステムの状況ではＢＳＣ４０６を経て
、パケットを送信又は受信することにより、ＧＰＲＳ移動にサービスする。ＳＧＳＮ４１
０は、そのサービスエリア内にいる移動ターミナル４０２へ及び移動ターミナル４０２か
らデータパケットを配送する役割を果たすと共に、パケットルーティング及び転送、移動
管理、論理的リンク管理、認証、課金機能、等々を実行する。図４に示すＧＰＲＳ実施形



(20) JP 4362444 B2 2009.11.11

10

20

30

40

50

態では、ＳＧＳＮ４１０の位置レジスタは、ターミナル４０２に関連した現在セル及び訪
問位置レジスタ（ＶＬＲ）のような位置情報を記憶し、そして全てのＧＰＲＳユーザの国
際移動加入者認識番号（ＩＭＳＩ）のようなユーザプロフィールがこのＳＧＳＮ４１０に
登録される。
【００５７】
　又、ＳＧＳＮ４１０は、シグナリングシステム７（ＳＳ７）ネットワーク４１４にも接
続でき、これは、ＰＳＴＮのコール確立、勘定、ルーティング及び情報交換ファンクショ
ンをサポートする際にアウト・オブ・バンドシグナリングを実行する公衆交換電話ネット
ワーク（ＰＳＴＮ）上のシステムである。ＳＳ７ネットワーク４１４は、ブロック４１６
で集合的に示された認証センター（ＡｕＣ）、ホーム位置レジスタ（ＨＬＲ）、装置認識
レジスタ（ＥＩＲ）等のネットワーク要素と通信する。ネットワーク４０８は、他のネッ
トワーク要素、例えば、当局がＧＰＲＳ移動データコールを傍受するのを許す合法的傍受
ゲートウェイ（ＬＩＧ）４１８や、課金・勘定システム４２２のような種々のオペレーシ
ョンサポートシステム（ＯＳＳ）要素との中間要素として働く課金ゲートウェイ（ＣＧ）
４２０を含んでもよい。
【００５８】
　ＳＧＳＮ４１０は、ここに述べる実施形態では、最終的に、ショートメッセージサービ
スセンター（ＳＭＳＣ）４２３及び／又はマルチメディアメッセージサービスセンター（
ＭＭＳＣ）４２４に結合される。ＧＳＭは、基礎的な技術を形成するので、上述したＳＧ
ＳＮ４１０は、ＧＰＲＳ技術を通して導入されるネットワーク要素である。ＧＰＲＳの状
況において導入される別のネットワーク要素は、ＧＰＲＳネットワーク４１２と、ネット
ワーク４２８のようなパケット交換公衆データネットワークとの間のゲートウェイとして
働くゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）４２６である。このゲートウェイ
４２６は、移動加入者が公衆データネットワーク４２８又は指定のプライベートＩＰネッ
トワークにアクセスするのを許す。ＧＧＳＮ４２６と公衆データネットワーク４１８との
間の接続は、一般に、インターネットプロトコル（ＩＰ）のような標準プロトコルを経て
可能にされ、そして更に、ＷＡＰゲートウェイ４３０を経て結合することができる。
【００５９】
　代表的なネットワーク環境として説明した上記ネットワークシステムと共に、ＳＭＳ／
ＭＭＳ物理的ブラウジングの実施形態を以下に説明する。ＲＦＩＤタグ４００により与え
られるコンテンツ部分が移動ターミナル４０２へ読み込まれ、該ターミナルは、次いで、
ＳＭＳメッセージ及びプレミウムＳＭＳ番号をサービスプロバイダーに送信するＭＭＳ又
はＳＭＳアプリケーションを呼び出す。ＳＭＳメッセージをインバイトする場合には、Ｓ
ＭＳは、最終的に、ＳＭＳＣ４２３により移動ターミナル４０２へ配送される。ＭＭＳメ
ッセージをインバイトする場合には、ＳＭＳメッセージがユーザにＭＭＳメッセージを通
知し、このメッセージは、ＷＡＰブラウザのようなブラウザにより移動ターミナル４０２
へ読み込むことができる。いずれの場合にも、ＳＭＳＣ４２３又はＭＭＳＣ４２４を経て
受信されるメッセージのコンテンツは、広告、娯楽、チケット情報等を含むことができる
。
【００６０】
　ＲＦＩＤタグ４００がＷＡＰブラウザをターゲットアプリケーションとして識別しそし
てＵＲＬをコンテンツとして与える場合には、移動ターミナル４０２は、ＷＡＰブラウザ
を開始し、そしてＵＲＬをネットワークへ送信する。一実施形態では、移動ターミナル４
０２は、ＷＡＰサーバー４３２において指定のＵＲＬへ接続するために、ＷＡＰゲートウ
ェイ４３０に対するプリセットＷＡＰゲートウェイアドレスを含んでもよい。ＲＦＩＤタ
グ４００は、ある実施形態では、ＷＡＰゲートウェイアドレスを与えることもできる。
【００６１】
　ＲＦＩＤタグ４００がＯＮＳ要求を発生するためのアプリケーションを識別しそしてＵ
ＰＣ又はＥＰＣをコンテンツとして与える場合には、移動ターミナル４０２は、このよう
な要求をネットワークへ発生する。一実施形態では、移動ターミナル４０２は、ＷＡＰゲ
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ートウェイ４３０のプリセットＷＡＰゲートウェイアドレスを含んでもよく、又はＲＦＩ
Ｄタグ４００がＷＡＰゲートウェイアドレスを与えてもよい。移動ターミナル４０２は、
このアドレスを使用して、タグ４００のコンテンツと共に与えられる第１のＵＲＬで識別
されたブローカーサイト４３４に接続し、そこで、ＵＰＣ／ＥＰＣは、サービスの契約又
はその他の所定のパラメータに基づいて第２のＵＲＬに変換される。次いで、この第２の
ＵＲＬを使用してＷＡＰサーバー４３２から情報が得られる。
【００６２】
　識別子及びコンテンツを移動ターミナルリーダーへ供給する方法は、本発明により変更
してもよい。例えば、既存のプロトコルの変形を使用してもよく、例えば、スタンドアロ
ーンコンテンツを与えるＲＦＩＤタグに関連して上述したスマートメッセージ伝送プロト
コルを使用するか、又はナローバンドソケット（ＮＢＳ）プロトコルを使用してもよい。
それ故、タグデータを拡張ＮＢＳフォーマットで与えることもでき、この場合、標準的Ｎ
ＢＳフィールドに加えて、本発明に関連した他の情報、例えば、サービス形式（例えば、
ＳＭＳ、ＭＭＳ、ＷＡＰ等）、料率クラス（例えば、無料、料金ベース等）、ＲＦＩＤコ
ンテンツ長さ、及びコンテンツ自体を与えることができる。図５は、図示されたように実
施されるか或いは他の既知のフォーマット又はプロトコルに関連して基礎として実施され
てＲＦＩＤタグから移動ターミナルリーダーへ必要な情報を与えることのできるタグ情報
ブロック５００を例示する一般的な図である。
【００６３】
　図５の実施形態において、情報ブロック５００は、開始されるべき移動ターミナルのア
プリケーションを識別するのに使用される識別子５０２を含む。ここに示す実施形態では
、２バイトの情報が識別子（ＩＤ番号）として予約される。１つの実施形態では、ＲＦＩ
Ｄタグを経て与えられるコンテンツの形式を定義するコンテンツ形式５０４が設けられる
。例えば、コンテンツ形式は、ＷＡＰブラウジング、Ｊａｖａプログラムダウンロード要
求及び／又はＪａｖａプログラム（例えば、ＭＩＤｌｅｔｓ）、ＵＰＣ／ＥＰＣ、スマー
トメッセージ、等々に使用するためのＳＭＳ、ＭＭＳ、ＵＲＬを含んでもよい。これら及
び他のコンテンツ形式の各々は、コンテンツ形式フィールド５０４を経て識別することが
できる。
【００６４】
　料金がサービス要求に関連する場合には、ＲＦＩＤ情報ブロック５００は、料率情報５
０６を含んでもよい。例えば、００Ｈは、関連するコストがないことを表わす。残りの考
えられる値は、サービスオペレータによりセットされるべき料率クラスであり（又は定義
されず）、ここで、実際のコストは、ＲＦＩＤタグに目に見えるようにプリントされても
よい。実際の料金は、ＲＦＩＤタグに記憶されなくてもよいが、料率クラスだけでよい。
ＲＦＩＤタグ内に料率情報５０６を与えることにより、ユーザは、自分の移動ターミナル
を、料金ベースサービスが使用されないモードに選択的に入れることができる。移動ター
ミナルを従業員に提供する会社も、これが極めて有益であることが分かろう。又、これは
、支払う意志のあるスレッシュホールドコスト、例えば、１ユーロー限界を選択するオプ
ションをユーザに与える。このように、料金を識別するＲＦＩＤタグは、移動ターミナル
において、規定の限界内であるか又はそれを越えたとして自動的に識別することができる
。料金情報は、最終的に、移動ターミナルのディスプレイを介してユーザに表示される。
このような限界は、タグ情報５００と共に与えられるコスト以外の情報、例えば、コンテ
ンツ形式それ自体に基づいてもよい。移動ターミナルは、例えば、ユーザがメモリに厳し
いコンテンツの記憶を望まない場合に、あるグラフィック又は映像を拒絶することができ
る。又、ユーザがある限界又はスレッシュホールドを設定できるようにする図５に示され
ていない他のパラメータを、ＲＦＩＤタグを経て与えることもできる。
【００６５】
　又、タグ情報ブロック５００は、タグ情報のコンテンツ５１０の部分の長さを指示する
コンテンツ長さフィールド５０８も含む。タグ情報５００にコンテンツ５１０として含む
ことのできるコンテンツの代表的な形式は、既に説明した。１オクテットとして示された
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が希望の長さである任意の認証フィールド５１２が設けられてもよい。このフィールド５
１２は、例えば、サービスプロバイダーが本物であることを保証するための電子符牒を与
えるのに使用され、ここから、ユーザはパブリックキー位置にアクセスし、パブリックキ
ーインフラストラクチャー（ＰＫＩ）ポリシーに基づいて符牒を照合することができる。
繰り返し冗長チェック（ＣＲＣ）フィールド５１４のようなチェック和フィールドも、タ
グ情報５００と共に与えられてもよい。ＣＲＣ情報は、タグ情報５００の読み取りに関連
してエラーが生じたかどうか決定するのに使用できる。本発明は、いかなる数の異なるタ
グコンテンツ形式、フォーマット、フィールド等も意図しているので、他の及び／又は異
なる情報が与えられてもよい。
【００６６】
　図６は、上述したＲＦＩＤ識別子及びコンテンツを移動ターミナルのリーダー及びリー
ダーアプリケーションにより使用して、特定のアプリケーションを呼び出し、それに対応
する動作を開始する方法を例示するブロック図である。移動ターミナル６００は、ＲＦＩ
Ｄタグ６０４から情報を受信するＲＦＩＤリーダー６０２を備えている。上述したように
、ＲＦＩＤタグ６０４は、能動的タグでも、受動的タグでもよい。受動的タグ６０４を仮
定すれば、移動ターミナル６００は、移動ターミナル６００がタグ６０４のある距離内に
入ったときにタグ６０４により確認される信号を開始する。タグ６０４は、少なくとも、
アプリケーション識別子（ＩＤ）６０６Ａ及びある形式のコンテンツ６０８Ａで応答する
。ＲＦＩＤリーダー６０２は、受信器又はトランシーバを経て、アプリケーションＩＤ６
０６Ａ及びコンテンツ６０８Ａを受信する。リーダーアプリケーション６１０は、リーダ
ー６０２からアプリケーションＩＤ及びコンテンツを受け取り、そして複数の潜在的アプ
リケーション６１２の１つ（以上）を呼び出す。又、移動ターミナルに１つのアプリケー
ションしか存在しないことも考えられる。アプリケーションＩＤ６０６Ｂを使用して、適
切なアプリケーション６１２、例えば、ＳＭＳアプリケーション６１２Ａを呼び出すこと
ができる。それに関連するコンテンツ６０８Ｂも、アプリケーション６１２Ａにより使用
するために与えられる。各アプリケーション６１２は、アプリケーションＩＤ６０６Ｂを
使用して正しいアプリケーション６１２を呼び出せるように、独特に識別される。図６に
関連して使用される「コンテンツ」は、図５に関連して述べたように、料金情報６１４の
ような他の情報を含んでもよい。
【００６７】
　別の実施形態では、供給されるコンテンツがコンフィギュレーションデータ６１６の形
態である。ＲＦＩＤリーダー６０２は、アプリケーションＩＤ６０６Ａ及びコンフィギュ
レーションデータ６１６を受信し、この情報をリーダーアプリケーション６１０へ供給す
る。次いで、リーダーアプリケーションは、アプリケーションＩＤ６０６Ｃ及びコンテン
ツ／コンフィギュレーションデータ６０８Ｃを使用して適切なコンフィギュレーションア
プリケーション６１２Ｂを呼び出す。この場合も、アプリケーションＩＤ６０８Ｃは、移
動ターミナル６００に存在する適切なアプリケーション、さもなければ、移動ターミナル
６００へアクセスできる適切なアプリケーションを独特に識別する。
【００６８】
　図７は、本発明の一実施形態に基づき移動ターミナルによる物理的ブラウジングを経て
情報を探索するための方法を例示するフローチャートである。１つ以上のタグが設けられ
（７００）、各タグは、アプリケーション識別子及び関連コンテンツを含む。これらのタ
グは、移動ターミナルユーザにアクセスできる種々の位置に設けることができる。ユーザ
が自分の移動ターミナルと共に物理的に動き回るときに、移動ターミナルは、連続的に、
周期的に、或いは手動で指定した時間又は自動的に指定された時間に、信号を送信し（７
０２）、この信号は、その信号の範囲内のタグにより認識できるものである。この範囲内
に特定のタグがあることが判断ブロック７０４で決定された場合には、タグがアクチベー
トされ（７０６）、そしてそのアクチベートされたタグにより少なくともアプリケーショ
ン識別子及びコンテンツが送信される（７０８）。
【００６９】
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　移動ターミナルの送信レンジ及びタグの後方散乱レンジは、必ずしも同じでないので、
移動ターミナルがタグの後方散乱レンジ内にあるかどうか決定される（７１０）。もしそ
うでなければ、後方散乱レンジが移動ターミナルのレンジより短いか、又はユーザがレン
ジ外に移動している。タグが依然として移動ターミナルのレンジ内にないことが判断ブロ
ック７１２で決定された場合には、これは、ユーザがタグから立ち去ったことを指示し、
プロセスは、ブロック７０２へ復帰する。タグが依然移動ターミナルのレンジ内にある場
合には、移動ターミナルが後方散乱範囲内に入るまで、アクチベートされたタグによりア
プリケーション識別子及びコンテンツが送信される（７０８）。移動ターミナルがタグ情
報を受信すると（７１４）、アプリケーション識別子を使用して識別されたローカルアプ
リケーションが呼び出される（７１６）。アプリケーションは、既に説明したように、タ
グにより与えられたコンテンツの少なくとも一部分を使用して実行される（７１８）。
【００７０】
　本発明は、上述したように、情報及びサービスを探索するのに使用できるが、他の実施
にもよく適している。１つのこのような実施は、移動装置によるネットワーク通信を容易
にする方法を含み、ここでは、リーダー／トランスポンダ技術を使用して、ネットワーク
接続の開始及び／又は実行を容易にする。１つの特定の実施形態では、本発明によるリー
ダー／トランスポンダ技術は、年配者、子供、或いはネットワーク接続の容易さを求める
他の個人により使用されるようなホーム（又は他の環境）援助装置として実施することが
できる。
【００７１】
　例えば、健康管理コストは上昇を続けており、老化する人口がこのコスト上昇を激化さ
せている。コストを節減しそしてこのクラスの個人の看護の質及び生活の質を改善するこ
とに向けられた現在の傾向は、ホームケア及びセルフケアを含む。本発明の一実施形態で
は、個人／患者が、それらの高周波（ＲＦ）リーダー装置を、ユーザにより容易に識別す
るためにラベル表示がなされたトランスポンダにタッチさせることで、ネットワーク通信
を開始することができ、且つそれに加わることができる。本発明によれば、トランスポン
ダに記憶された情報は、ＲＦリーダー装置へ供給することができ、そこで、その情報を使
用して、ワイヤレスサービス（１つ又は複数）を開始することができる。例えば、ユーザ
の健康管理プロバイダーを識別する写真やラベルが、アプリケーション識別子及び他の連
絡情報を含むトランスポンダの近くに配置されてもよい。ユーザがＲＦリーダー装置でト
ランスポンダにタッチすると（さもなければ、そのレンジ内に入ると）、アプリケーショ
ン識別子（ＩＤ）及び連絡情報がＲＦリーダー装置へ送信される。次いで、アプリケーシ
ョンＩＤにより適当なアプリケーションモジュールを識別して、特定の通信ファンクショ
ン、即ちショートメッセージサービス（ＳＭＳ）サービスのようなワイヤレスサービスを
呼び出すことができる。連絡情報又は他のコンテンツがＳＭＳアドレスを与えてもよいし
、或いはこの情報がユーザのＲＦリーダー装備の移動ターミナルを経て与えられてもよい
。又、コンテンツは、健康管理プロバイダーへの定義されたメッセージを含んでもよい。
アプリケーションＩＤ及び他のコンテンツを受信すると、移動装置は、ＳＭＳサービスを
開始しそしてその定義されたメッセージを連絡アドレスに供給することができる。このよ
うに、ユーザは、自分のＲＦリーダー装備の移動装置を、希望の通信ファンクション（例
えば、ここに示す例ではＳＭＳメッセージ伝送により健康管理プロバイダーへ送られる特
定のメッセージ）を識別するタグの近くに配置して、希望の通信ファンクションを実行す
るだけでよい。
【００７２】
　図８は、視覚表示が１つ以上のトランスポンダ又はタグに関連付けられる代表例を示す
ブロック図である。例８００Ａは、視覚表示を適用できるポスター、写真、ドキュメント
又は他の資料のようなアイテム８０２を示す。このようなアイテムは、トランスポンダ８
０４の上に完全に又は少なくとも部分的に配置されてもよい。ＲＦリーダー装置（図示せ
ず）がアイテム８０２の近くに配置されると、トランスポンダ８０４からリーダー装置へ
情報を送信することができる。説明上、リーダー装置をトランスポンダ８０４の近くに配
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置して情報を受信するには、トランスポンダ８０４がリーダー装置からトリガー又はキャ
リア信号を充分に受信できる共に、それに応答してリーダー装置へ情報を充分に供給でき
るようなアイテムの距離内にリーダー装置を配置することが含まれる。例８００Ｂは、フ
ァンクション識別アイテム８０６がトランスポンダ８０８の上に配置されず、少なくとも
ある程度隣接して配置されるような別の例を示す。ある実施形態では、識別アイテム８０
２、８０６は、トランスポンダ８０４、８０８に一時的に固定されてもよいし、又は永久
的に固定されてもよい。例えば、識別アイテムは、ユーザを向いた側にテキスト及び／又
は映像を含み、そしてその反対側に接着剤又は他の貼付手段を含んで、トランスポンダに
一時的又は永久的に取り付けられてもよい。例８００Ｃは、トランスポンダ８１０それ自
体が、そのトランスポンダに関連した通信ファンクションを表わす映像及び／又はテキス
ト及び／又は他の表示を一体的に含む更に別の例を示す。
【００７３】
　トランスポンダに関連した通信ファンクションの表示は、いかなる形式の媒体でもよく
、これは、テキスト表示、映像、写真、タッチすることで認知できる物理的表示（例えば
、ブライユ点字）、音声（例えば、高周波ビープは、「セルラーにより娘にコールする(c
all daughter via cellular)」通信ファンクション等を表わす）、及び他のこのような媒
体表示、の１つ以上を含むが、それらに限定されないことに注意されたい。
【００７４】
　図９は、例えば、家にいる個人により使用されてワイヤレスネットワーク通信を開始し
及び／又は実行することのできる通信ファンクション装置の代表的グループ９００を示す
。ここに示す実施形態では、高周波識別子（ＲＦＩＤ）技術が使用され、従って、トラン
スポンダの少なくとも幾つかがＲＦＩＤタグであると仮定する。又、特定のタググループ
９００が、ホームケア又はセルフケア状態にある個人に対して使用されると仮定する。こ
こに示す実施形態では、タググループ９００は、複数のタグ及びそれに関連した視覚通信
ファンクション識別子を含む。より詳細には、１つのこのような視覚通信ファンクション
識別子は、映像が印刷されるか、さもなければ、貼付されたアイテム９０２である。アイ
テム９０２に関連した映像は、「救急」記号として描かれている。このような映像は、「
看護介護を呼ぶ(call for nursing care)」に対する通信ファンクションに関連した表示
としてユーザにより認識及び／又は記憶される。アイテム９０２にはタグ９０４が関連さ
れ、ここで、タグ９０４は、「看護介護を呼ぶ」を開始し及び／又は実行するのに必要な
少なくとも幾つかの情報を含む。例えば、代表的なタグ９０４は、アプリケーション識別
子（ＩＤ）及び他のコンテンツのような情報を記憶するためのメモリを含んでもよい。Ｒ
ＦＩＤリーダーがアイテム９０２の近くに配置され、ひいては、能動的又は受動的タグ９
０４の送信レンジ内に配置されたときには、アプリケーションＩＤ及び他のコンテンツを
ＲＦＩＤリーダーに与えることができる。更に特定の例として、アプリケーションＩＤが
ＲＦＩＤリーダーにより受信されて移動装置（これもＲＦＩＤリーダーを収容している）
へ供給され、コールを実行するための適当なアプリケーションを識別してもよい。この例
では、コールがセルラー電話接続でよく、アプリケーションＩＤが電話アプリケーション
を識別する。受信者の電話番号のようなコンテンツは、タグ９０４によりコンテンツとし
て供給されてもよい。このように、ユーザは、自分の移動装置をアイテム９０２及びタグ
９０４の近くに単に配置するだけでよく、これにより、所定の看護介護施設／看護婦への
セルラー接続が自動的に確立される。
【００７５】
　アイテム９０６及び９１０は、このようなコールファンクションの他の例を示す。アイ
テム９０６は、例えば、個人の娘の視覚表示を含む。このような視覚表示は、個人の娘を
識別する表示、例えば、娘の名前、映像、写真、ユーザの娘に関連するものとしてユーザ
により確認できる他の表示、或いはそれらの組み合わせでよい。この場合も、ＲＦＩＤタ
グ９０８は、このようなアイテム９０６に関連している。この例でも、アプリケーション
ＩＤは、セルラー電話接続を確立するように移動電話又は他の移動装置に指令するが、こ
の場合、タグ９０８により与えられるコンテンツは、娘の１つ以上の連絡番号を含んでも
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よい（例えば、家の電話番号、セルラー電話番号等）。アイテム９１０は、運送識別子（
例えば、タクシー）が描かれ、これがそれ自身のタグ９１２に関連された別の例を示して
いる。タグ９１２をアクチベートすると、例えば、タクシー会社又は他の運送施設とのセ
ルラー電話コールを確立することができる。
【００７６】
　コールではなく、アプリケーションＩＤが、ｅ－メールクライアントのような他の移動
装置アプリケーションをトリガーすることもできる。定義されたｅ－メールが送信されて
もよいし、或いは複数の予め定義されたｅ－メールの１つが選択されて行先ネットワーク
要素へ搬送されてもよい。通信ファンクションの他の例は、ショートメッセージサービス
（ＳＭＳ）、マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）、プッシュ・ツー・トーク（
ＰＴＴ）サービス等を含む。例えば、本発明によるタグを使用していかなる形式のメッセ
ージが開始されてもよい。より詳細には、アイテム９１４は、「必要とされる援助」に対
するテキスト識別子を与える。アイテム９１４は、例えば、ＳＭＳサービスを開始するた
めの移動装置のＳＭＳアプリケーションに対するアプリケーションＩＤを含むタグ９１６
に関連付けされる。タグ９１６のコンテンツは、メッセージコンテンツそれ自身及び／又
はＳＭＳ行先アドレスを含んでもよい。従って、タグ９１６は、移動ターミナルにおいて
ＳＭＳ、ＭＭＳ又は他のメッセージ伝送アプリケーションを呼び出して、援助が必要であ
ることを指示するメッセージを看護ホームへ送信するためにアプリケーションＩＤを与え
ることができる。例えば、年配者が気分が悪くなった場合に、自分のＲＦＩＤリーダー装
備の移動装置を「必要とされる援助」アイテム９１４の近くに配置し、これにより、タグ
９１６が移動装置へ情報を送信し、移動装置がＳＭＳメッセージを看護ホームへ送信して
援助を要求する。
【００７７】
　このようにして、種々の形式のメッセージを送信することができる。例えば、アイテム
９１８は、ユーザが移動装置をアイテム９１８及びタグ９２０の近くに配置したときに「
何でもＯＫ」メッセージを１人以上のネットワーク受信者へ与えることができる。従って
、このようなメッセージが所定の時間内、所定の時間まで、等々に受信されない場合に問
題が存在することが、予想される受信者により決定される。他の図示された健康管理関連
の例は、薬剤投与を含む。例えば、アイテム９２２は、第１の薬剤が服用されたことを識
別するテキストを表わす。映像９２４のような付加的な代表的アイテム９２４が使用され
てもよい。これらのアイテム９２２、９２４は、タグ９２６に関連され、最終的に、個人
が必要な薬剤量を服用したことを確認するメッセージを個人の看護婦（１人又は複数）へ
送信する。他の薬剤投与に対して付加的なアイテム９２８、９３０及びタグ９３２が使用
されてもよいし、又は全ての薬剤投与に対して単一アイテム／タグが使用されてもよい。
【００７８】
　図９に示された特定のアイテム、通信ファンクション、映像等は、説明上与えられたも
のに過ぎない。希望の通信ファンクションを識別する媒体表示を保持するいかなる形式の
アイテムも実施できる。図９の実施形態は、健康管理の環境において特に有益であり、及
び／又はこのように通信を確立する容易さから利益を得る個人や、このように通信を確立
する容易さに単に感謝する他の個人が使用するためにも有益である。
【００７９】
　又、多数のタグが使用される場合には、それらを、ユーザに有益な位置に配置できるこ
とにも注意されたい。図１０は、ユーザが本発明を自分の家でいかに利用できるかの一例
を示す。アイテム／タグのグループ１０００は、個人のリビングルーム１００２に配置さ
れてもよい。このようなアイテム／タグは、主として社会的な目的に使用されるもの、例
えば、身内や友人や運送手段にコールする、等々を含んでもよい。他のアイテム／タグ１
００４、１００６、１００８が家の他の部屋に配置されてもよい。例えば、非常メッセー
ジ／コールを開始するように構成されたタグが家の多数の部屋に配置されてもよい。
【００８０】
　又、このようなタグが使用される特定の施設は、ユーザにとって有益又は便利な位置で
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あることにも注意されたい。例えば、年配者のホームケア又はセルフケア状態においては
、タグが個人の住居にあるのが最も有利である。しかしながら、このようなタグコンフィ
ギュレーションは、個人のオフィスや自動車等の他の位置で使用されてもよい。例えば、
身体障害者は、このような装置を自分のオフィスで使用して、ワイヤレス電話コールを容
易に確立することができる。別の例として、このようなタグは、これを自動車に使用して
ユーザがタグにタッチ／ポインティングして行先を自動的にダイヤルさせ、運転中に困難
なことであるキーボードの番号の操作を行なわなくてよいようにする。
【００８１】
　本発明の別の実施形態によれば、移動装置ユーザインターフェイス（ＵＩ）の内蔵入力
装置は、一般的なタッチ又はポインティング装置、及び外部構成で設定された多数のプロ
グラム可能な要素と交換されてもよいし又はそれらにより増強されてもよい。より詳細に
は、外部のＵＩ要素は、ＲＦタグとして実施されてもよく、そして一般的なタッチ／ポイ
ンティング装置は、リーダー装置として実施されてもよい。このような実施形態では、Ｒ
Ｆリーダー装備の移動装置、例えば、移動電話は、あるＲＦタグと一緒に販売されてもよ
い。一例において、ＲＦタグは、移動電話キーボードのデジット又は他の表示を有する。
例えば、１つのタグは、キーボードの数字「１」を示すアイテムを有しそしてそれに対応
するタグは、「１」のキーボード値に対応する送信可能な情報を含み、別のアイテムは、
キーボードの数字「２」を示しそしてそれに対応するタグは、「２」のキーボード値を含
み、等々となる。この一例が図１１に示されており、キーボードＵＩ　１１００がＲＦＩ
Ｄタグを使用してエミュレートされている。例えば、キーボードＵＩのタグ１１０２は、
デジット「１」に対応する情報を有する第１タグ１１０４に関連している。同様のアイテ
ム／タグ構成がキーボード１１００の他のデジットに対して設けられる。このような構成
は、例えば、視力に障害があり及び／又は移動装置のキーの操作が困難である年配者にと
って有益である。このように、タグベースのキーボード１１００に関連したデジット特有
のＲＦＩＤタグからデジットを選択することができる。希望の番号を有するアイテムをリ
ーダー装置（例えば、ＲＦＩＤリーダー装備の移動電話）にタッチさせる（さもなければ
、そのワイヤレス送信レンジ内にもっていく）ことにより、そのデジットを移動装置にお
いて本質的に「ダイヤル」することができる。このようなタグに移動装置を設けることに
より、ＲＦ技術を使用して使い易いＵＩが本質的にエミュレートされる。
【００８２】
　このように、移動装置に使用可能なハードウェア、グラフィック又は他のＵＩが設けら
れることに注意されたい。例えば、移動電話は、選択可能なメニューアイテムを与えるグ
ラフィックユーザインターフェイス（ＧＵＩ）を含んでもよい。このような選択可能なメ
ニューアイテムの１つ以上がＲＦタグ実施により与えられてもよく、従って、移動装置の
ユーザは、ＲＦリーダー装備の移動装置を、希望のメニューアイテムに対応するタグ（１
つ又は複数）に向け／タッチさせることができる。この場合も、これは、年配者や、子供
や、身体障害者等にとって困難なことである移動装置のキーの操作を行なう必要なく、移
動装置のＵＩ要素を選択できるようにする。
【００８３】
　本発明に関連して使用されるトランスポンダ又はタグは、希望のアプリケーション識別
子、及びもし適用できれば、付加的なコンテンツと共に予めプログラムすることができる
。本発明の一実施形態では、多数のアプリケーション識別子及び／又はコンテンツがタグ
にプログラムされてもよい。一実施形態では、これは、移動装置を介して多数の通信ファ
ンクションを実行できるようにする。別の実施形態では、ユーザにより希望の通信ファン
クションを選択してもよい。図１２は、１つのこのような実施形態を示すもので、タグ１
２００は、該タグ１２００により供給されるべき複数のアプリケーションＩＤ及び／又は
コンテンツの１つ以上をユーザが選択できるようにするスイッチ１２０２を備えている。
例えば、スイッチ１２０２をアクチベートすると、適当なメモリ区分がアクティブになる
ように単一のメモリ装置を区分化してもよい。別の実施形態では、多数のメモリ装置１２
０４、１２０６を実施し、スイッチをアクチベートして、適当なメモリ装置１２０４、１
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２０６を選択するようにしてもよい。アンテナコイル及び処理回路を含むアンテナ回路１
２０８は、選択されたメモリ装置に関連した情報を与えることができる。このように、多
数の通信ファンクションに対してタグを予め構成してもよい。
【００８４】
　図１３は、ネットワークサーバー１３００又は同様のネットワーク要素を使用してメッ
セージを管理する本発明の一実施形態を示すブロック図である。ここに示す実施形態では
、移動電話１３０２のような移動装置には、１つ以上のタグ１３０６、１３０８、１３１
０から情報を受信することのできるＲＦリーダー１３０４が装備される。移動電話１３０
２は、アプリケーションＩＤ（及びもし適用できれば、コンテンツ）を受信し、そして移
動電話１３０２における適当なサービスアプリケーションをアクチベートする。例えば、
ＳＭＳ、ＭＭＳ、セルラー電話又は他のネットワークサービスアプリケーションが移動電
話１３０２において呼び出されてもよい。ネットワークサービスアプリケーションは、次
いで、オーバー・ザ・エア（ＯＴＡ）メッセージを送信するか、さもなければ、ネットワ
ーク１３１２とのＯＴＡ接続を確立することができる。本発明の一実施形態によれば、動
作要件を管理するためにサーバー１３００にメッセージが送信される。例えば、サーバー
は、移動電話１３０２からのメッセージ、コール等の受信を監視するように構成されても
よい。予想されるメッセージ／コールが、所定の時間内、所定の時間までに、又は別の所
定の事象に応答して受信されない場合には、サーバー１３００が自動的にメッセージを送
信するか又はある形式の接続を開始して、そのことを誰かに通知することができる。例え
ば、移動電話１３０２のユーザからのメッセージが、ある時間に受信されない場合には、
サーバー１３００がメッセージを健康管理プロバイダー又は他のそのようなサービスプロ
バイダー、家族、隣人等に送信して、誰かがその個人に対してチェックを行なうよう促す
ことができる。このような場合に、メッセージは、ＳＭＳセンター（ＳＭＳＣ）１３１４
、ＭＭＳセンター（ＭＭＳＣ）１３１６、又はサーバー、移動装置、デスクトップコンピ
ュータを含む他の行先ネットワーク要素、或いはネットワーク１３１２に結合された他の
通信装置へ送信することができる。
【００８５】
　サーバー１３００は、プロセッサ１３２０と、メモリ１３２２と、記憶装置／プログラ
ム１３２４と、ネットワーク１３１２を経て通信するのに使用される他の標準的サーバー
要素とを含んでもよい。一実施形態では、サーバー１３００のソフトウェアを使用して、
ＩＤ照合モジュール１３２６により指令されたときに、個人のＩＤを認証するか、さもな
ければ、証明する。個人のＩＤ情報は、移動装置１３０２に関連したＳＩＭ（図示せず）
に記憶されてもよいし、或いは移動装置内にローカルに記憶されてもよい。他のソフトウ
ェア、例えば、メッセージ処理モジュール１３２８を使用して、他のファクタ、例えば、
情報の緊急性、メッセージが所定の時間までに受信されたかどうか、等々を決定すること
ができる。
【００８６】
　図１４は、本発明によりサービスを開始するための方法の一実施形態を示すフローチャ
ートである。ここに示す実施形態では、ＲＦＩＤタグのようなトランスポンダを、移動装
置のユーザにアクセスできる位置（１つ又は複数）に設ける（１４００）。例えば、ホー
ム／セルフケアの環境に本発明を使用する場合には、このようなタグをテーブル、壁、車
椅子、又はユーザに便利な他の位置に設けることができる。特定の通信ファンクションに
関連した視覚表示を各タグに関連させる（１４０２）。例えば、ポスター、絵、写真、テ
キスト又は他のこのような表示を各タグと共に取り付け又は配置することができる。移動
装置が、そのタグに関連した視覚表示の近くに配置されたときに、特定のタグがアクチベ
ートされる（１４０４）。タグにより与えられた情報が移動装置に受信され（１４０６）
、この情報を使用して、呼び出されるべきアプリケーションを移動装置において識別する
（１４０８）。選択された視覚表示に対応する通信ファンクションを、アプリケーション
の呼び出しに応答して実行する（１４１０）。例えば、視覚表示が「娘にコールする」を
指示する場合には、移動装置と、ユーザの娘により操作される移動又は地上電話との間の
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セルラー電話接続を確立するために通信ファンクションを実行することができる。
【００８７】
　図１５は、ＲＦリーダーが装備された移動装置を経てネットワークにわたり通信を行な
うための方法の実施形態を示すフローチャートである。ユーザは、１つ以上の視覚表示さ
れる通信ファンクション識別子、例えば、ポスター、絵、テキスト等の中で希望の通信フ
ァンクションを識別する（１５００）。ブロック１５０２に示されたように、ユーザは、
移動装置、ひいては、ＲＦリーダー装置を、通信ファンクション識別子の近くに配置して
、希望の通信ファンクションを選択する。ＲＦリーダーは、対応するタグから記憶された
情報を受け取り（１５０４）、そしてタグから受け取った情報に応答して移動装置のロー
カルアプリケーションがアクチベートされる（１５０６）。次いで、ユーザは、アクチベ
ートされたローカルアプリケーションにより容易にされた移動サービスを使用して行先装
置と通信する（１５０８）。ローカルアプリケーションは、全てのサービスファンクショ
ンを実行する必要はなく、ある実施形態では、他のローカル又はリモートプログラムにコ
ールしてサービスを実行してもよいことに注意されたい。
【００８８】
　本発明に関連して説明した移動ターミナルは、ユーザプロフィール情報を合体した多数
のワイヤレス装置、例えば、ワイヤレス／セルラー電話、パーソナルデジタルアシスタン
ト（ＰＤＡ）又は他のワイヤレスハンドセット、並びにワイヤレス通信を行うことのでき
るポータブルコンピュータ装置でよい。移動ターミナルは、コンピュータシステムを使用
して、従来装置のアクティビティ、並びに本発明により提供される機能を制御し管理する
。ここに述べた種々のファンクション、ディスプレイ表示及びオペレーションを実行する
のに、ハードウェア、ファームウェア、又はその組合せを使用してもよい。本発明による
オペレーションを実行できる代表的な移動ターミナルコンピュータシステムの一例が図１
６に示されている。
【００８９】
　本発明によるオペレーションを実行するのに適した例示的な移動コンピュータ構成体１
６００は、マイクロプロセッサ、減少命令セットコンピュータ（ＲＩＳＣ）、又は他の中
央処理モジュールのような処理／制御ユニット１６０２を備えている。この処理ユニット
１６０２は、単一の装置である必要がなく、１つ以上のプロセッサを備えてもよい。例え
ば、処理ユニットは、マスタープロセッサと、該マスタープロセッサと通信するように結
合された関連スレーブプロセッサとを備えてもよい。
【００９０】
　処理ユニット１６０２は、プログラム記憶装置／メモリに得られるプログラムにより指
令されたときに移動ターミナルの基本的ファンクションを制御する。従って、処理ユニッ
ト１６０２は、本発明の物理的ブラウジング態様に関連したファンクションを実行する。
より詳細には、プログラム記憶装置／メモリ１６０４は、移動ターミナルのファンクショ
ン及びアプリケーションを実行するためのオペレーティングシステム及びプログラムもジ
ュールを含んでもよい。例えば、プログラム記憶装置は、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）
、フラッシュＲＯＭ、プログラム可能及び／又は消去可能なＲＯＭ、ランダムアクセスメ
モリ（ＲＡＭ）、加入者インターフェイスモジュール（ＳＩＭ）、ワイヤレスインターフ
ェイスモジュール（ＷＩＭ）、スマートカード、又は他の取り外し可能なメモリデバイス
等々の１つ以上を含んでもよい。又、本発明に関連した物理的ブラウジングモジュール、
例えば、アプリケーション識別子によって識別されそして呼び出されるリーダーアプリケ
ーション１６０６及びローカルアプリケーション１６０８は、インターネットや中間ワイ
ヤレスネットワーク等のネットワークを経て電子的にダウンロードされるようなデータ信
号を介して移動コンピュータ構成体１６００へ送信されてもよい。
【００９１】
　又、プログラム記憶装置／メモリ１６０４は、ＲＦＩＤタグにより与えられるコンテン
ツのようなデータを記憶するのに使用されてもよい。本発明の一実施形態では、コンテン
ツが、不揮発性の電気的に消去可能でプログラム可能なＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッ
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シュＲＯＭ、等に記憶され、移動ターミナルがパワーダウンしたときでもコンテンツが失
われることはない。
【００９２】
　又、プロセッサ１６０２は、移動ターミナルに関連したユーザインターフェイス１６１
０要素にも結合される。移動ターミナルのユーザインターフェイス１６１０は、例えば、
液晶ディスプレイのようなディスプレイ１６１２と、キーパッド１６１４と、スピーカー
１６１６と、マイクロホン１６１８とを含んでもよい。これら及び他のユーザインターフ
ェイス要素は、この技術でよく知られたように、プロセッサ１６０２に結合される。キー
パッド１６１４は、番号をダイヤルしたり、１つ以上のキーに指定されたオペレーション
を実行したりすることを含む種々のファンクションを実行するためのアルファニューメリ
ックキーを備えている。例えば、本発明によれば、ネットワーク通信に関連した種々のフ
ァンクションは、キーパッド１６１４を使用することにより開始及び／又は実行されても
よい。或いは又、他のユーザインターフェイスメカニズムを使用してもよく、例えば、音
声コマンドや、スイッチや、タッチパッド／スクリーンや、ポインティング装置、トラッ
クボール、ジョイスティックを使用するグラフィックユーザインターフェイスや、或いは
他のユーザインターフェイスメカニズムを使用してもよい。
【００９３】
　又、移動コンピュータ構成体１６００は、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）１６２０
を含んでもよい。このＤＳＰ１６２０は、アナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換、デジタル
／アナログ（Ｄ／Ａ）変換、スピーチコード／デコード、暗号化／暗号解読、エラー検出
及び修正、ビットストリーム変換、フィルタリング等を含む種々のファンクションを実行
することができる。アンテナ１６２４に一般的に結合されたトランシーバ１６２２は、ワ
イヤレス装置とネットワークとの間で無線信号１６２４を送信及び受信する。
【００９４】
　本発明によれば、移動コンピュータ構成体１６００は、ＲＦＩＤリーダー装置１６３０
を備え、これは、トランシーバ１６３２及びアンテナ１６３４を含む。リーダー１６３０
は、タグにより確認できる信号１６３６を送信し、タグをアクチベートする。これに応答
して、タグは、アプリケーション識別子及びコンテンツを含むタグ情報信号１６３８を発
生し、これらは、リーダーアプリケーション１６０６に供給される。リーダーアプリケー
ションは、ローカルアプリケーション１６０８のどれを呼び出すべきか、アプリケーショ
ン識別子に基づいて決定する。又、リーダーアプリケーション１６０６は、適当なアプリ
ケーション１６０８が識別されると、その適当なアプリケーション１６０８にコンテンツ
を供給する。移動装置とネットワークとの間にワイヤレス接続を確立するのに使用される
トランシーバ１６２２は、ＲＦＩＤリーダー１６３０に関連したトランシーバ１６３２と
して使用できることを理解されたい。しかしながら、ネットワークで実行される送信は、
ＲＦＩＤリーダー１６３０に関連して使用されるＲＦ信号に対して高周波数の信号である
から、トランシーバを共有することはできないか又は実際的でないが、ある実施形態では
可能である。
【００９５】
　図１６の移動コンピュータ構成体１６００は、本発明の原理を適用できるコンピュータ
環境の代表例として設けられている。ここでの説明から、当業者であれば、本発明が、種
々の他の現在知られている及び将来の移動コンピュータ環境にも等しく適用できることが
明らかであろう。例えば、本発明による物理的ブラウジングソフトウェアモジュールは、
種々のやり方で記憶されてもよいし、種々の処理装置で動作されてもよいし、そして付加
的な、少数の又は異なるサポート回路及びユーザインターフェイスメカニズムを有する移
動装置において動作されてもよい。
【００９６】
　ここに述べた説明を使用すると、本発明は、標準的なプログラミング及び／又はエンジ
ニアリング技術を使用して、プログラミングソフトウェア、ファームウェア、ハードウェ
ア又はその組合せを形成することにより、マシン、プロセス又は製造物品として実施され
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てもよい。これにより得られるプログラム（１つ又は複数）であって、コンピュータ読み
取り可能なプログラムコードを有するプログラムは、常駐メモリ装置、スマートカード又
は他の取り外し可能なメモリ装置、或いは送信装置のような１つ以上のコンピュータ使用
可能媒体で実施されて、本発明によるコンピュータプログラム製品又は製造物品を形成す
ることができる。上述したように、メモリ／記憶装置は、ディスクや、光学ディスクや、
スマートカード、ＳＩＭ、ＷＩＭのような取り外し可能なメモリデバイスや、ＲＡＭ、Ｒ
ＯＭ、ＰＲＯＭＳのような半導体メモリ等を含むが、これらに限定されない。送信媒体は
、ワイヤレス／高周波通信ネットワーク、インターネット、イントラネット、電話／モデ
ムベースのネットワーク通信、ハード布線／配線通信ネットワーク、衛星通信、並びに他
の固定又は移動ネットワークシステム／通信リンクによる通信を含むが、これらに限定さ
れない。
【００９７】
　以上の説明から、当業者であれば、上述したように形成されたソフトウェアを、適当な
汎用又は特殊目的のコンピュータハードウェアと結合して、本発明による移動コンピュー
タシステム及び／又はコンピュータサブ要素を生成すると共に、本発明の方法を実施する
ための移動コンピュータシステム及び／又はコンピュータサブ要素を生成することが容易
に可能であろう。
【００９８】
　本発明の実施形態の前記説明は、本発明を例示するためのものである。これは、余すと
ころのないものでもないし、本発明を、ここに開示した正確な形態に限定するためのもの
でもない。前記技術に鑑み、多数の変更や修正が考えられる。例えば、当業者であれば、
以上の説明から、例えば、電磁／静電結合を使用する他の現在又は将来の高周波識別技術
に本発明を等しく適用でき、従って、本発明は、現在用語として知られている「ＲＦＩＤ
」技術に限定されないことが明らかであろう。本発明の範囲は、この詳細な説明に限定さ
れず、特許請求の範囲により限定されるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】本発明によるサービス発見及び開始、即ち「物理的ブラウジング」の実施形態を
示すブロック図である。
【図２】本発明によるＲＦＩＤ物理的ブラウジングを使用して開始することのできる多数
の代表的なサービス形式を示す図である。
【図３】本発明の物理的ブラウジング原理を組み込んだ移動ターミナル実施の一実施形態
を示すブロック図である。
【図４】ＳＭＳ、ＥＭＳ及びＭＭＳを含むメッセージサービスのＲＦＩＤベースサービス
開始のシステムレベル実施の一実施形態を示す図である。
【図５】タグ情報ブロックを例示する一般的な図である。
【図６】上述したＲＦＩＤ識別子及びコンテンツを移動ターミナルリーダー及びリーダー
アプリケーションにより使用して特定のアプリケーションを呼び出しそしてそれに対応す
る動作を開始する方法を例示するブロック図である。
【図７】本発明による移動ターミナルによる物理的ブラウジングを介して情報を探索する
ための方法を例示するフローチャートである。
【図８】視覚表示が１つ以上のトランスポンダ即ちタグに関連付けされる代表例を示すブ
ロック図である。
【図９】例えば、家庭内の個人により使用されてワイヤレスネットワーク通信を開始し及
び／又は実行することのできる通信ファンクション装置の代表的グループを示す図である
。
【図１０】ユーザがＲＦタグをいかに使用して自分の家庭でネットワーク通信を確立でき
るかの一例を示す図である。
【図１１】本発明による外部構成においてセットされたＲＦタグを使用して移動装置ユー
ザインターフェイス（ＵＩ）を交換又は増強できる代表的な方法を示すブロック図である
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。
【図１２】実行することのできる多数の通信ファンクションに関連した情報を有するタグ
の一実施形態を示すブロック図である。
【図１３】ネットワーク要素を使用してメッセージを管理する本発明の一実施形態を示す
ブロック図である。
【図１４】本発明によりサービスを開始するための方法の実施形態を示すフローチャート
である。
【図１５】本発明によりサービスを開始するための方法の実施形態を示すフローチャート
である。
【図１６】本発明によるオペレーションを実行することのできる代表的な移動ターミナル
コンピュータシステムを示す図である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(33) JP 4362444 B2 2009.11.11

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】



(34) JP 4362444 B2 2009.11.11

【図１２】

【図１３】
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