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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データオブジェクトを、該データオブジェクトに関連付けられた送信移動ターミナルに
関連付ける段階であって、前記関連付けられたデータオブジェクトは少なくとも前記関連
付けられた移動ターミナルを識別する関連付けデータを含み、前記送信移動ターミナルは
ワイヤレス通信ネットワークとのワイヤレスリンクを有することと、
　前記送信移動ターミナルにより、前記関連付けられたデータオブジェクトを、前記ワイ
ヤレス通信ネットワークを介して格納移動ターミナルに送信することと、
　前記格納移動ターミナルにより、該格納移動ターミナルによってアクチベートされうる
ものである前記関連付けられたデータオブジェクトを受信すると共に、該関連付けられた
データオブジェクトを前記格納移動ターミナルのメモリに格納することと、
　前記格納移動ターミナルにおいて、前記データオブジェクトがアクチベートされるたび
に通知メッセージを送信する通知手段を、該通知手段をオンにしようとするユーザの意図
的な操作に応じてオンにすることと、
　前記格納移動ターミナルが前記関連付けられたデータオブジェクトをアクチベートする
たびに、前記通知手段によって、前記通知メッセージを、前記送信移動ターミナルに、前
記ワイヤレス通信ネットワークを介して送信することと、
　前記送信移動ターミナルが前記通知メッセージを受信したときに、前記送信移動ターミ
ナルにおいて触覚信号を提示することと、
を備える方法。
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【請求項２】
　前記触覚信号は、前記関連付けられたデータオブジェクト・前記格納移動ターミナル・
および／または前記格納移動ターミナルのユーザ、のうち少なくとも１つを一意に識別す
る、請求項２に記載の方法。
【請求項３】
　電気通信システムであって、
　関連付けられた移動ターミナルであって、少なくとも前記関連付けられた移動ターミナ
ルを識別する関連付けデータを含むデータオブジェクトに自身を関連付けることが可能で
あり、前記関連付けられたデータオブジェクトを送信することが可能であり、前記電気通
信ネットワークとの通信リンクを有する、関連付けられた移動ターミナルと、
　前記関連付けられたデータオブジェクトをメモリに格納することができる格納移動ター
ミナルであって、前記関連付けられたデータオブジェクトは、前記格納移動ターミナルに
よってアクチベートされうるものである、格納移動ターミナルと、を備え、
　前記格納移動ターミナルは、該格納移動ターミナルが前記関連付けられたデータオブジ
ェクトをアクチベートするたびに前記電気通信ネットワークを介して通知メッセージを前
記関連付けられた移動ターミナルに送信する通知手段と、該通知手段をオフにする手段と
を備え、
　前記関連付けられた移動ターミナルが前記通知メッセージを受信したときに、聴覚・視
覚・および／または触覚信号が前記関連付けられた移動ターミナルに提供される、
システム。
【請求項４】
　前記格納端末および前記格納移動ターミナルにアクセス可能なネットワーク要素のうち
の１つにあるストレージであって、前記関連付けられた当事者に関する連絡先情報を格納
するためのストレージをさらに備える、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記関連付けデータは、前記データオブジェクトの発信元、発信者、あて先、および主
題のうちの少なくとも１つに関するデータを含む、請求項３に記載のシステム。
【請求項６】
　前記聴覚、視覚、および／または触覚信号が、前記関連付けられた端末、および／また
は、ショートレンジワイヤレス通信リンクにより前記関連付けられた端末にリンクされる
機器のうちの１つにより提供される、請求項３に記載のシステム。
【請求項７】
　前記通知メッセージが、前記関連付けられた当事者に送信するために利用できる、複数
の異なる種類の通知メッセージのうち少なくとも１つを含む、請求項３に記載のシステム
。
【請求項８】
　前記関連付けられた当事者に提示される、前記聴覚・視覚・および／または触覚信号が
、前記複数の異なる種類の通知メッセージのうち少なくとも１つのどれが受信されたかに
応じて、異なる種類のバイブレーションのうちの少なくとも１つを含む、請求項７に記載
のシステム。
【請求項９】
　前記複数の異なる種類の通知メッセージが、前記格納移動ターミナルのユーザにより作
成された、異なる個人的メッセージを含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記データオブジェクトが、前記関連付けられた当事者に関連付けられる電子メール・
連絡先ディレクトリ登録・電話帳登録・ショートメッセージサービスのメッセージ・テキ
ストメッセージ・画像・写真・ビデオクリップ・オーディオクリップ・およびアニメーシ
ョンのうちの少なくとも１つを含む、請求項３に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記関連付けられたデータオブジェクトが、前記データオブジェクトのアクセス、読み
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込み、書き込み、描画、編集、コピー、転送、移動、名前の変更、結合、詳細表示、メッ
セージ添付、使用、リスニング、および表示を行うことのうちの１つによりアクチベート
される、請求項３に記載のシステム。
【請求項１２】
　移動ターミナルであって、
　他の移動ターミナルに関連付けられたデータオブジェクトを移動ネットワークを介して
別の移動ターミナルで受信するためのネットワークトランシーバと、
　前記データオブジェクトを格納しうるデータストレージと、
　前記データオブジェクトをアクチベートしうる入力と、
　前記移動端末が前記データオブジェクトをアクチベートするたびに、前記関連付けられ
たデータオブジェクトに関連付けられた前記他の移動ターミナルへ通知メッセージを送信
する通知手段と、
　前記通知手段をオフにする手段と、
を備える移動ターミナル。
【請求項１３】
　移動ターミナルであって、
　移動ネットワークから受信し、かつ前記移動ネットワークに送信するためのネットワー
クトランシーバと、
　前記移動ターミナルをデータオブジェクトに関連付けることができる中央処理ユニット
であって、前記関連付けられたデータオブジェクトは、少なくとも他の移動ターミナルを
特定する関連付けデータを含み、前記関連付けられたデータオブジェクトは、前記他の移
動ターミナルに送信されることができる、中央処理ユニットと、
　前記関連付けられたデータオブジェクトを格納することができるデータストレージと、
　前記関連付けられたデータオブジェクトをアクチベートすることができる入力と、
　前記移動ターミナルが、別の移動ターミナルで作成されると共に該別の移動ターミナル
に関連付けられたデータオブジェクトをアクチベートするたびに、該別の移動ターミナル
へ通知メッセージを送信する通知手段と、
　前記通知手段をオフにする手段と、
を備える移動ターミナル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレコミュニケーションネットワークにおいてターミナルと通信するための
システム及び方法に係り、より詳細には、ある個人に他の個人が注意を向けていることを
その個人に通知するための手段を提供することに係る。
【背景技術】
【０００２】
　最近の調査では、電話、特に移動電話や、他の形式の移動通信ターミナルのようなテレ
コミュニケーションターミナルが、個人と個人との間の情報の通信に使用されるだけでな
く、協力や友情の感覚を生み出すのにも使用されることが分かった。人々は、しばしば、
彼等の間に「ラインオープン状態を保つ」だけのために、即ち接触を保つことを互いにリ
マインドしそしてメッセージの受信者がメッセージの送信者と個人的に重要な関係にある
ことを気付かせるだけのために、ｅ－メールやショートメッセージや音声メールのような
メッセージを送信する。特に、親密な友人や家族のメンバーは、メッセージの送信者が何
を考えているか分かるので、これらの形式のメッセージを喜ぶ。
【０００３】
　又、これらの調査では、人々、特に、ティーンエージャーは、電子的に表示されるデー
タオブジェクト、例えば、受信したｅ－メールメッセージ、電話帳エントリー及びアバタ
ーに、親近感を覚える特定の個人に関連した特殊な感情的な意味をアタッチすることも分
かった。これらのデータオブジェクトをそのターミナルに維持する個人は、それらのデー
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タオブジェクトを見て、読んで、アレンジし、セーブし、アクセスし、及び／又はその他
アクチベートして、彼等の社会的な世界を再形成する。
【０００４】
　現在のメッセージ解決策は、これらの種類のメッセージの送信を最適にサポートするも
のではない。というのは、これら解決策は、ユーザがメッセージの内容を作成する必要が
ある一方、個人と個人との間に結合即ちリンクを構築するのに、他の形式の感情的思考に
密接で且つ一体となった解決策を必要とするからである。メッセージ解決策は、１人以上
の人々により作成されて結合又は「リンク」を希望する他の人々へ送信される書かれたメ
ッセージのような実質的な内容／情報を作成する知覚的努力を必要とせずに、人々を互い
に結合又はリンクするのに必要とされる。
【０００５】
　通信ターミナル、特に、移動通信ターミナルでは、他の人々をデータオブジェクトによ
り電子的に「表現」する多数の方法がある。これらは、電子電話帳又は電子コンタクトカ
ードのエントリーや、その個人から受け取られそしてデバイスに記憶され及び／又は表示
されるテキスト、音声、ピクチャー及びビデオメッセージを含む。
【０００６】
　現在の解決策では、上述した２つの現象、即ち内容の作成を必要とせずに人々の結び付
きを高める通信と、データオブジェクトを個人の感情的表現として考えることは、別々で
且つ独立したものであるが、ユーザの精神及び行動では、これらの現象が相互に強く関連
している。通信ターミナルの個人に関連したデータオブジェクトのアクチベーションを、
その特定の個人に向う感情的団結構築メッセージとリンクすると、テレコミュニケーショ
ンの感情的意味が向上される。
【０００７】
　現在、テレコミュニケーション分野では、主として聴覚及び視覚出力を与えるインター
フェイスを使用して情報内容を通信することに強く焦点が合わせられている。この分野で
は、他の形式の出力、例えば、サイレントコール又はメッセージアナウンスメントの一部
分として発生されるべき触覚出力を与えるアプリケーションにはあまり焦点が合わせられ
ていない。感情的団結を求める行動を触覚ユニバーサルインターフェイス（ＵＩ）で通信
することは、移動通信に全く新しい次元を追加する。
【０００８】
　ｅ－メールアプリケーションの特徴は、メッセージの送信者が、送信されたメッセージ
が受信者によりいつオープンされたかをメッセージ送信者に通知する応答ｅ－メールメッ
セージを受信できることである。しかしながら、既存のｅ－メールプログラムは、ディス
プレイ上のテキスト以外の異なる媒体を使用して通知を与える他のあまり侵襲的でない通
知手段ではなく、メッセージが初めてオープンされ、且つ与えられたメッセージが、ディ
スプレイ上に見られるテキストメッセージであるときだけ通知を与えるものである。又、
既存のｅ－メール通知システムは、非同期の「プル」システムであって、通知を受け取る
個人は、自分のインボックスの内容をダウンロードする必要がある（これに対して感情的
通知は、ターミナルに直接送信された情報のリアルタイム「プッシュ」を最適に必要とす
る）。従って、既存のｅ－メールプログラムは、互いの重要な個人の感情的団結をサポー
トするように構成されていない。
【発明の開示】
【０００９】
　上述した公知技術の制約を克服すると共に、本明細書を読んで理解したときに明らかと
なる他の制約を克服するために、本発明は、ワイヤレスネットワーク内で動作するワイヤ
レスターミナルへサービスを通信するためのシステム、装置及び方法を開示する。ワイヤ
レス装置は、いかなるプリセットナビゲーション構造にも限定されず、サービスをリモー
トアクセスする能力を与える。
【００１０】
　本発明の一実施形態によれば、ターミナル間の通信システムは、互いに通信する少なく
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とも２つのターミナルと、第１当事者のターミナルでデータオブジェクトを制御するため
に第２当事者に関連したデータオブジェクトへアクセスできるようにするインターフェイ
スモジュールとを備えている。この通信システムは、更に、データオブジェクトが第１当
事者のターミナルによりアクチベートされるたびに少なくとも第２当事者の所定ターミナ
ルに実質的に瞬間的に送信されるべき通知メッセージを含む。
【００１１】
　本発明の第２実施形態によれば、通信システムのターミナル間にメッセージを通信する
方法が提供される。この方法は、第２当事者に関連したデータオブジェクトを第１当事者
のターミナルでインターフェイスモジュールを経てアクチベートし、そしてデータオブジ
ェクトが第１当事者のターミナルによりアクチベートされるたびに少なくとも第２当事者
の所定ターミナルに実質的に瞬間的に通知メッセージを送信するという段階を含む。
【００１２】
　本発明の第３実施形態によれば、他のターミナルと通信する移動ターミナルは、プロセ
ッサと、記憶装置と、プロセッサにおいて動作するソフトウェア手段とを備えている。こ
のソフトウェア手段は、当事者の識別された通信パートナーをリストするデータベースを
記憶装置に維持するための手段と、上記識別された通信パートナーにデータオブジェクト
を関連させる手段と、その関連されたデータオブジェクトのいずれかがアクチベートされ
るかどうかを周期的に走査するための手段と、データオブジェクトの１つがアクチベート
されるたびに上記識別された通信パートナーの少なくとも１つに通知メッセージを実質的
に瞬時に送信するための手段とを備えている。
【００１３】
　本発明の第４実施形態によれば、ワイヤレス通信ネットワークで動作している第１当事
者のターミナルに、第２当事者が第１当事者の電子的表示を操作したことを通知するため
の方法が提供される。この方法は、第１当事者をその第１当事者の電子的表示に関連させ
、入力装置を使用して第１当事者に関連した電子的表示を第２当事者により操作し、そし
て第１当事者に関連した電子的表示を操作する際に第２当事者から第１当事者へ通知を送
信するという段階を備えている。
【００１４】
　本発明の他の目的及び特徴は、添付図面に関連した以下の詳細な説明から明らかとなろ
う。しかしながら、添付図面は、例示に過ぎず、特許請求の範囲に規定された本発明の範
囲を何ら限定するものではないことを理解されたい。更に、添付図面は、必ずしも正しい
スケールで描かれておらず、そして特に指示のない限り、構造及び手順を概念的に示すも
のに過ぎないことも理解されたい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　種々の実施形態の以下の説明においては、その一部分を形成する添付図面を参照する。
添付図面には、本発明を実施する種々の実施形態が一例として示されている。他の実施形
態も使用でき、そして本発明の範囲から逸脱せずに構造及び機能的変更がなされ得ること
を理解されたい。
【００１６】
　図１を参照すれば、本発明の一実施形態に基づく通信システムは、１人以上のユーザに
ワイヤレスターミナル１００、１１０を設け、これらターミナルは、例えば、移動電話、
パーソナルデジタルアシスタンス（ＰＤＡ）、或いは例えば、移動又はワイヤレスネット
ワークのようなワイヤレス通信ネットワークへワイヤレスリンクされる別のターミナルで
ある。ワイヤレスターミナル１００、１１０は、互いに通信し、ターミナル間にメッセー
ジを送信することができる。ワイヤレスターミナル１００、１１０は、テキスト、ボイス
、オーディオ及びマルチメディアといった種々のやり方でデータをプレゼンテーションす
ることができると共に、ターミナル自体、又はターミナルの１つにリンクされた装置に、
到来する通知情報をユーザに警告する触覚出力を発生することもできる。ワイヤレスター
ミナル１００、１１０は、１つ以上の移動ネットワークに接続されるか又はそのカバレー
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ジのもとにある。
【００１７】
　図１は、ターミナル１００及び１１０が単一移動ネットワーク１２０に接続された例を
示す。移動ネットワーク１２０は、いかなる形式のワイヤレス通信ネットワーク又はネッ
トワークの組合せでもよく、これは、ＧＳＭ（移動／グループ特殊移動のためのグローバ
ル規格）、ＧＰＲＳ（汎用パケット無線システム）、ＵＭＴＳ（ユニバーサル移動電話シ
ステム）又は３Ｇ（第３世代の移動通信）を含むが、これらに限定されず、３Ｇは、ＧＳ
Ｍ、ＨＳＣＳＤ（高速回路交換データ）、ＧＰＲＳ、ＥＤＧＥ（グローバル／ＧＳＭ進化
のための改良型データレート）及びＷＣＤＭＡ（ワイドバンドコード分割多重アクセス）
に適合し得るものである。又、３Ｇでは、ＣＤＭＡ（コード分割多重アクセス）、ＰＤＣ
（パーソナルデジタル通信）又はＣＤＭＡ２０００のような種々の他のネットワークシス
テムもサポートできる。又、移動ネットワーク１２０は、ＷＬＡＮ（ワイヤレスローカル
エリアネットワーク）でもよい。又、送信は、ＤＡＢ（デジタルオーディオブロードキャ
スティング）又はＤＶＢ（デジタルビデオブロードキャスティング）によりブロードキャ
ストできる。ターミナル１００、１１０は、実質的にリアルタイムで通信できるリンクの
ような通信リンク１１５、１２５によって移動ネットワーク１２０にリンクすることがで
きる。典型的なアプリケーションでは、通知メッセージは、可逆であるが、一方向リンク
も考えられる。更に、ワイヤレスターミナル１００、１１０の一方又は両方は、「ブルー
ツース」リンクのようなショートレンジ通信リンク１３０を経て近傍の各外部通知装置１
３５へリンクすることもでき、これは、ショートレンジトランシーバも有し、以下に述べ
るように、通知メッセージを受信し、そしてユーザに関連したデータオブジェクト（電子
的表示）のアクチベーション（又は操作）について個人に通知するのに使用できる。或い
は又、パーソナルコンピュータやウェブＴＶターミナルのような固定ターミナル（図示せ
ず）を使用して、他の固定ターミナルと通信するか、或いは布線及び／又はワイヤレスネ
ットワークを経て移動ターミナル１００、１１０と通信し、固定ターミナルのデータオブ
ジェクトをアクチベーションすることにより通知メッセージ（通知）を別のユーザへ送信
することもできる。
【００１８】
　図２は、本発明の一実施形態に基づく移動ターミナル１００を簡単に示すもので、本発
明の手順を遂行するのに使用される種々の要素を示している。移動ターミナル１００は、
例えば、ディスプレイ２０２を含む種々の要素を有し（移動ターミナル１１０も、一般に
、同じハードウェア及びソフトウェア要素を有する）、ディスプレイ２０２は、例えば、
ユーザが情報を目で見て読み取れるようにするもので、映像のようなマルチメディア情報
を表示する機能が設けられる。更に、移動ターミナル１００は、移動ネットワーク１２０
からの送信を受け取ると共に移動ネットワーク１２０へ要求を送信するためのネットワー
クトランシーバ２０６と、全ての必要な手順を制御し及び実行するための中央処理ユニッ
ト（ＣＰＵ）２０８と、メモリ２１０と、データ記憶装置２１２とを備えている。又、こ
のデータ記憶装置２１２は、特に、移動ターミナルが大量のデータを処理し且つ記憶する
ことができる場合に、ユーザ情報及びユーザに関連したデータオブジェクトを記憶し且つ
検索するのにも使用できる。データ記憶装置２１２は、例えば、ハードディスクの磁気又
は光学記憶ユニット、及びＣＤ－ＲＯＭドライブ又はフラッシュメモリでよい。又、移動
ターミナル１００は、アンテナ２１６と、情報をターミナルに入力するための１つ以上の
入力２２０も備えている。入力２２０又は入力手段は、例えば、数字キーパッド、キーボ
ード、ソフトウェアキーボードタッチスクリーン、タッチスクリーン（ディスプレイ２０
２との組合せ）、マウス、ポインティングペンのようなポインティング装置等々である。
ＤＶＢ又はＤＡＢのケースでは、ターミナルがＤＶＢまたはＤＡＢ受信器（図示せず）も
有していなければならない。移動ターミナル１００は、スピーカ２２１を経てボイス又は
サウンド出力を与えることもできる。
【００１９】
　通知メッセージを受信しそしてそれらを送信するいかなるターミナル（ターミナル１０
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０を含む）にも、触覚インターフェイス２１８があり、これは、ターミナルユーザに関連
したデータオブジェクトが別のターミナルにおいてアクチベートされたことをそのターミ
ナルユーザに通知する通知メッセージを受け取る。或いは又、通知メッセージを受信する
ターミナル１００は、ショートレンジトランシーバ２０４を含んでもよく、これは、個別
の通知装置１３５と通信して、データオブジェクトがアクチベートされたところの対象者
に通知メッセージを与えることができる。この触覚インターフェイス２１８又は通知装置
１３５は、振動や、変形や、温度変化や、又は親密で注意を引くが好ましくは他の邪魔に
ならないその他の通知手段のような触覚出力を与える。又、光やサウンド出力のような他
の形式の出力を使用して、触覚出力とは別に又はそれに加えてターミナルユーザに通知し
てもよい。
【００２０】
　ターミナル１００に常駐するソフトウェア２２２は、対象者データベース２２４のデー
タをアクセスするのに使用することができ、このデータベースには、通信システムを使用
する他の個人であってターミナルユーザが感情的接続を有するところの他の個人に関する
情報がセーブされる。これらの個人は、「通信パートナー」又は「対象者」と称される。
又、ソフトウェア２２２は、データオブジェクトを特定の通信パートナーに関連付け、デ
ータオブジェクトをアクチベートし、そして通知メッセージを発生して送信するのに使用
することもできる。
【００２１】
　図３Ａ及び３Ｂは、通知システムのユーザ間に通知メッセージを送信する方法を示す。
ステップ３００では、データベース２２４に記憶されたユーザ情報が、ソフトウェア２２
２を使用して、ディスプレイ２０２に任意に表示される。例えば、１つの考えられるイン
ターフェイスでは、ターミナル１００のユーザの通信パートナーである個人が、ユーザの
オンボード電話ディレクトリに含まれる。本発明の通知システムに接続される通信パート
ナーは、本発明の１つの可能性を示す図４に示されたように、ターミナル１００のディス
プレイ２０２の第１ウインドウ４００に表示される。各通信パートナーには、システムに
対し特定の通信パートナーを独特に識別する「対象者番号」が指定され、これは、データ
オブジェクトを特定の通信パートナーに関連付けるのに使用される。これらの個人の関連
した種々のコンタクト情報は、データベース２２４に記憶されてもよいし、或いは移動タ
ーミナル１００にアクセスできるネットワーク要素に記憶されてもよい。このコンタクト
情報は、ユーザによって検索することができ、ユーザは、通信パートナーの検索されたリ
ストをスクロールし、そして入力装置２２０を使用して、表示された名前の１つをクリッ
クするか又は別のやり方で選択することにより特定の記録を表示のために選択する（図４
に示す例では、「Ｍｉｎｎｉｅ」という名前を選択して「エンター」ボタンを押す）。（
ディレクトリにおいて個人の名前を選択すると、通常、通知メッセージの送信がトリガー
される。）この記録選択は、別のウインドウ４２５を表示させ、ここでは、「Ｍｉｎｎｉ
ｅ」の家の住所、ニックネーム、地上線電話番号、ｅ－メールアドレス（１つ又は複数）
、移動電話番号、及び「Ｍｉｎｎｉｅ」を参照するオブジェクトへの異なるリンク及びラ
ベルのようなコンタクト情報が平易テキストとして表示される。この点において、個人に
関するコンタクト情報を更新することができる。「Ｍｉｎｎｉｅ」に関するこの情報は、
ユーザによりターミナル１００に入力されてもよいし、或いはコンピュータから情報をダ
ウンロードする等の別のやり方で得られてターミナル１００にロードされてもよい。
【００２２】
　ステップ３０５では、表示された個人（通信パートナー）に関連した１つ以上のオブジ
ェクトがターミナル１００において形成されるか、或いはインポート又は他のやり方で受
け取られて、ターミナル１００のデータベース２２４、又はシステムのどこか、例えば、
個別のデータベースに記憶される。これらのデータオブジェクトは、ｅ－メール、他のテ
キストメッセージ又はオブジェクト、ショートメッセージシステムのメッセージ、イメー
ジ、ピクチャー、ビデオクリップ、オーディオクリップ、アニメーション又は任意の形式
のデータのようなものを含む。又、データオブジェクトは、通信パートナーからファイル
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を受信することや、その個人との電話の会話の記録のような通信事象によって形成するこ
ともできる。
【００２３】
　データオブジェクトは、データオブジェクトと通信パートナーとの間の関係を何らかの
仕方で表わすデータオブジェクトにより特定の通信パートナーに関連付けされる（ステッ
プ３１０）。ターミナル１００における特定の通信パートナーと特定のデータオブジェク
トとの関連付けは、データオブジェクトが別の個人（おそらくターミナル１１０における
通信パートナー）から受け取られる場合には、データオブジェクトの送信者によって開始
されてもよいし、或いはその関連付けは、ターミナル１００のユーザにより形成されても
よい。いずれの場合にも、通信パートナーとデータオブジェクトとの関連付けは、対象者
番号をデータオブジェクトに指定するコマンドを呼び出すことにより明白に実行されても
よいし、或いはデータオブジェクトが、それが通信パートナーに関連することを指示する
指示子（例えば、移動電話番号又はｅ－メールアドレス）と共に受信される場合には暗黙
的に実行されてもよい。データオブジェクトは、（データであるか通信事象であるかに関
わらず）例えば、通信パートナーが、データオブジェクトのソース、オリジネーター、タ
ーゲット、又は対象者の少なくとも１つであるといった何らかの理由で、ユーザにより特
定の通信パートナーと関連付けされる。ユーザにより形成された関連付け情報は、「関連
性データ」としてデータベース２２４に記憶される。特定のデータオブジェクトによって
表わされる通信パートナーは、データオブジェクトが対象者に関連付けされると、データ
オブジェクト上又はそれに隣接して表示される指示により示すことができる。表示される
指示は、表わされた個人に関するこのような情報に対するラベル又はリンク、例えば、ハ
イパーリンクである。
【００２４】
　データオブジェクトは、本発明の１つの可能性を示す図５に示されたように、ウインド
ウ４５０上にアイコンとして表わされ、これは、記憶装置２１２に記憶された異なるアイ
コンで異なる形式のファイルを示すことができる。これらデータオブジェクトは、「Ｍｉ
ｎｎｉｅ」から受け取られるか又はそこへ送信されるｅ－メールメッセージ４５５、「Ｍ
ｉｎｎｉｅ」から受け取られるか又はそこへ送信されるショートメッセージシステムのテ
キストメッセージ（ＳＭＳ）４６６、及び「Ｍｉｎｎｉｅ」の移動電話番号４６５を表わ
すアイコンを含む。「Ｍｉｎｎｉｅ」に対してターミナル１００に記憶されるデータオブ
ジェクトの別の表示が、個別のウインドウ４７５に示されており、これは、テキスト４８
０及びピクチャー４８５の表示より成る。
【００２５】
　特定の通信パートナーに関連したユーザのｅ－メールデータオブジェクトのサンプルリ
スト５００（例えば、ｅ－メールのリスト）が、本発明の１つの特徴を示す図６に示され
ている。ユーザは、リスト５００をスクロールし、アクチベートされるべきリスト内の所
望のデータオブジェクト（例えば、「Ｋｉｓｓｅｓ！」５００ｃ）をハイライトにするか
又は他のやり方で選択し、そしてオプションボタン５１０を押す（又はクリックする）こ
とによりその選択された項目をいかにアクチベートするかのオプションのメニューを得る
ことができる。図７は、本発明の一実施形態によりスクロールすることのできる考えられ
るオプションの表示リスト５２０の一例を示す。スクロールすることのできる使用可能な
オプションの中には、「オープン」（即ちデータオブジェクトをオープンする）、「読み
取り」（即ちデータオブジェクトを読み取り／見る）、「書き込み」（即ち新たなテキス
トコンテンツを挿入する）、「描写」（即ち新たな絵又はグラフコンテンツを描く）、「
編集」（即ち既存のコンテンツを編集する）、「コピー」（即ち既存のコンテンツをコピ
ーする）、「転送」（即ちデータオブジェクトを別のユーザへ転送する）、「移動」（即
ちデータオブジェクトをある位置から別の位置へ移動する）、「再ネーミング」（即ちデ
ータオブジェクトにネームを付け直す）、「合成」（即ち２つのデータオブジェクトを合
成する）、「詳細を示す」（即ちデータオブジェクトに関する使用可能な詳細情報を示す
）、及び「対象者番号を使用する」（即ち対象者番号をデータオブジェクトに明確に指定
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する）がある。別のオプションは、例えば、予め記憶されたデータオブジェクトに新たな
メッセージをアタッチすることである。例えば、「選択」ボタン５３０を押すことにより
所望のアクチベーション方法が開始される（ステップ３３０）。例えば、表示されたコマ
ンドをハイライトにしそして選択ボタン５３０を押すことにより読み取りコマンド５２０
ａが選択される。データオブジェクトをアクチベートする方法の使用可能な選択は、もち
ろん、データオブジェクトの形式に依存する。オーディオクリップのデータオブジェクト
は、例えば、オーディオクリップを聴取するコマンド、又はデータオブジェクトのコンテ
ンツを他のやり方で認知する他のコマンドを選択するための付加的な使用可能なオプショ
ンを有する。データオブジェクトのリストをユーザがスクロールすることは、一般に、ア
クチベーションとはみなされない。というのは、スクロールは、通信パートナーへのユー
ザの感情的接続の表明とみなされるアクションとはかけ離れているからである。
【００２６】
　本発明の実施を示す図３に示されたように、ユーザは、ステップ３２０において、通知
特徴をターンオンする（或いは又、この特徴は、初期にターンオンされてもよいし、又は
永久的にオンのままでもよい）。その直後に、又はある程度後に、ユーザは、ステップ３
３０においてデータオブジェクトをアクチベートする。次いで、システムは、通知メッセ
ージを送信することにより、データオブジェクトに関連した特定通信パートナーにデータ
オブジェクトのアクチベーションを通知する（ステップ３４０）。通知メッセージが送信
される速度（実質的に瞬時）は、システムの速度に依存し、従って、通知メッセージは、
送信に数秒又は１、２分を要する。しかしながら、あまり長い時間（例えば１時間以上）
を要してはならない。（同様に、システムは、通信パートナーへ通知メッセージを送信す
るのに代わって又はそれに加えて、特定の通信パートナー以外の誰かに通知メッセージを
送信するようにセットされてもよい。）この通知メッセージは、データオブジェクトの全
形式及びアクチベーションの全形式に対して同様の簡単な通知メッセージでよい。送信者
を識別する必要はない。しかしながら、送信者が識別され、簡単な通知メッセージを送信
すべきであり、そしてターミナル１００が単一のユーザにより使用されるだけである場合
には、リンク１２５を経て送信される通知メッセージのコンテンツは、送信ターミナル１
００を識別するだけでよい。この情報は、送信者を識別する。さもなければ、多数のユー
ザがターミナル１００を使用し、そして通知メッセージにおいて送信者を識別すべき場合
には、ターミナル１００の現在ユーザが、ターミナルに対して自分自身を識別しなければ
ならない。又、この簡単な通知メッセージは、通知メッセージの受信者に対し、アクチベ
ートされるデータオブジェクトの形式を識別してもよい。又、アクチベーションは、より
特定の情報、例えば、アクチベーションの形式の認識、及びおそらく、そのコンテンツ、
及び／又はアクチベーションの形式を含んでもよい。送信ターミナル１００が単一ユーザ
により使用されるだけである場合に、リンク１２５を経て送信される情報コンテンツは、
送信ターミナル１００を識別するだけでよく、これは、送信者、及びデータの形式、即ち
送信されるデータオブジェクトのアクチベーションに関する通知を識別する。それにも関
わらず、通知メッセージを与えるのに僅かな量の情報を送信するだけでよい。
【００２７】
　ターミナル１１０の通信パートナーに、通信パートナーの対象者のデータオブジェクト
が別のリモートターミナルにおいてアクチベートされたことを通知する通知インターフェ
イスは、親密で注意を引きそして好ましくは他のものの邪魔にならないものでなければな
らない。最適な解決策は、ターミナル１００の触覚インターフェイス２１８であり、これ
は、ターミナル１１０の受信当事者に、振動や、変形、例えば、装置又はその一部分が膨
張するような装置から突出する素子の変形や、加熱素子（図示せず）に電流を流して受信
当事者に暖かさを与えるか又はユーザに空気を吹き付けるファンによる温度変化のような
ある触覚感覚を与える。この触覚インターフェイスをターミナル１１０に一体化するので
はなく、触覚インターフェイスは、「ブルーツース」リンクのようなショートレンジワイ
ヤレス通信リンク１３０でターミナル１１０にリンクされた外部通知装置１３５の一部分
でよい。この通知装置１３５は、メッセージの受信者に着用されるように設計される。バ
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ックグランドサウンドや照明の変化のような聴覚又は視覚通知メッセージも、周囲バック
グランドインターフェイスを構成できる状態、即ち静寂な部屋や研究室において触覚通知
に対して考えられる別の形態である。これら聴覚又は視覚通知メッセージは、ターミナル
１１０において同様に搬送することができ、例えば、視覚メッセージをディスプレイ２０
２に表示したり、又はスピーカ２２１を経てメッセージを再生したり、或いは通知装置１
３５の通信パートナーへ搬送するように更に送信したりすることができる。又、ターミナ
ル１１０は、触覚、聴覚及び視覚的な変更の組合せのような多数の形式の通知メカニズム
を有してもよい。先に述べたように、ターミナル１００においてユーザがデータオブジェ
クトをアクチベートするのを通信パートナーにリアルタイムで有効に通知し続けることが
効果的である。しかしながら、アクチベーションに関する非同期な通知メッセージも、本
発明の範囲内である。
【００２８】
　通知メッセージの受信者には、種々の形式の通知メッセージを選択するためのメニュー
と、種々の都合の悪い時期に不所望に配布されないように通知機能をターンオフするオプ
ションとが与えられる。又、通知システムは、ターミナル１００においてユーザによりオ
ン及びオフに切り換えて、ターミナル１００が通知メッセージを送信しないか、又は通知
メッセージを通信パートナーベースで送信し、ある人々だけが通知メッセージを受信し、
他の人々は受信しないようにすることもできる。
【００２９】
　ターミナル１１０の通信パートナーは、ターミナル１００、１１０以外のターミナルを
有するシステムユーザであって、それらのコンピュータにおいて対象者に関連したデータ
オブジェクトもアクチベートするシステムユーザから、通知メッセージを受信する。多数
の人々が通知メッセージを同じ通信パートナーに送信する場合に、通知メッセージの受信
者には、各システムユーザからの通知メッセージに若干異なる形式の通知信号を与えるオ
プションが供給される。これは、例えば、異なるソースから導出された通知メッセージに
対する異なるパターンの触覚信号、或いは別の例としては、異なるソースから導出された
信号通知に対する異なる形式の通知メッセージを含む。
【００３０】
　通知メッセージは、これら通知メッセージの受信者により種々の仕方で記憶され、使用
される。例えば、受信者は、特定の送信者からこれら通知メッセージをいかに頻繁に受信
するか追跡することができる。
図８は、本発明が実施されるシステムの別の実施形態を示す。このシステムでは、ターミ
ナル１００は、そのターミナル１００に常駐するウェブアクセスソフトウェア（マイクロ
ブラウザ）のようなネットワークアクセスソフトウェア２２２を有し、これは、移動ネッ
トワーク１２０を経てインターネット又はイントラネットのようなネットワーク１４０に
アクセスする。サーバー１５０は、パーソナル情報管理型のソフトウェア１５２と、デー
タベース１５３とを有し、このデータベースは、通信パートナー／対象者のディレクトリ
と、このような対象者に関連したデータオブジェクトとを含む（データオブジェクトに対
して個別のデータベースがある場合）。ユーザは、ネットワークアクセスソフトウェアを
使用してターミナル１００においてサーバー１５０のデータオブジェクトをアクチベート
し、サーバー１５０におけるソフトウェア１５２にアクセスするか又はターミナル１００
におけるソフトウェア２２２にアクセスし、データオブジェクトのアクチベーションを追
跡すると共に、通知メッセージを発生する。サーバー１５０に発生された通知メッセージ
は、ネットワーク／インターネット１４０を経て移動ネットワーク１２０へ送信され、タ
ーミナル１１０へと送信される。ターミナル１００に発生された通知メッセージは、移動
ネットワーク１２０を経てターミナル１１０へ送信される。
【００３１】
　以上、本発明の好ましい実施形態の基本的な新規な特徴を図示して説明したが、本発明
の精神及び範囲から逸脱せずに、上述した装置の形式及び細部並びにそれらの動作につい
て種々の変更、置き換え及び削除がなされ得ることが当業者に明らかであろう。例えば、
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実質的に同じ機能を実質的に同様に実行して同じ結果を得るような要素及び／又は方法ス
テップの全ての組合せは、本発明の範囲内に入るものとする。更に、本発明のここに開示
した形式又は実施形態に関連して示され及び／又は説明された構造及び／又は要素及び／
又は方法ステップは、他の、開示され又は説明され又は示唆された形式或いは実施形態に
一般的な設計上の選択事項として組み込まれてもよいことを理解されたい。
【００３２】
　以下は、本願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載された、本発明の実施形態
である。
（１）互いに通信する少なくとも２つのターミナルと、第１当事者のターミナルで制御す
るために、第２当事者に関連したデータオブジェクトにアクセスできるようにするインタ
ーフェイスモジュールと、データオブジェクトが第１当事者のターミナルによりアクチベ
ートされるたびに少なくとも第２当事者の所定ターミナルに実質的に瞬時に送信されるべ
き通知メッセージと、を備えたターミナル間の通信システム。
（２）上記データオブジェクトは、そのデータオブジェクトのソース、オリジネーター、
ターゲット及び対象者の少なくとも１つに関する関連性データを含む（１）に記載の通信
システム。
（３）インターフェイスモジュールを経てアクセスできる上記データオブジェクトは、第
１当事者のターミナル及び第１当事者にアクセスできるネットワーク要素の一方に記憶さ
れる（１）に記載の通信システム。
（４）第１当事者のターミナル及び第１当事者にアクセスできるネットワーク要素の一方
に記憶された第２当事者に関するコンタクト情報を更に含む（１）に記載の通信システム
。
（５）上記第２当事者の所定のターミナルは、更に、通知メッセージを受け取るためのト
ランシーバーと、第２ターミナルで通知メッセージを受け取る際に第２当事者により感知
されるべき触覚信号、聴覚信号及び視覚信号の少なくとも１つを与えるための手段とを備
えた（１）に記載の通信システム。
（６）触覚信号を与える上記手段は、振動、変形及び温度変化の少なくとも１つを与える
手段を含む（５）に記載の通信システム。
（７）第２当事者により感知されるべき触覚信号を与える上記手段は、ショートレンジ通
信リンクで第２ターミナルにワイヤレスリンクされた装置により第２当事者に触覚信号を
与えるための手段を含む（５）に記載の通信システム。
（８）上記第２当事者の所定のターミナルは、更に、通知メッセージを受け取るためのト
ランシーバーを備え、この通知メッセージは、第２当事者に送信するのに使用できる複数
の異なる形式の通知メッセージの少なくとも１つを含む（１）に記載の通信システム。
（９）複数の異なる形式の通知メッセージを与える手段は、異なる形式の振動を第２当事
者に与える手段を備えた（８）に記載の通信システム。
（１０）複数の異なる形式の通知メッセージは、第１当事者により作成された異なる個人
的メッセージを含む（８）に記載の通信システム。
（１１）上記アクチベートされるべきデータオブジェクトは、ｅ－メール、コンタクトデ
ィレクトリエントリー、電話帳エントリー、ショートメッセージサービスのメッセージ、
テキストメッセージ、イメージ、ピクチャー、ビデオクリップ、オーディオクリップ及び
第２当事者に関連したアニメーションの少なくとも１つを含む（１）に記載の通信システ
ム。
（１２）通信システムのターミナル間にメッセージを通信する方法であって、第２当事者
に関連したデータオブジェクトを第１当事者のターミナルでインターフェイスモジュール
を経てアクチベートし、そして上記データオブジェクトが第１当事者のターミナルにより
アクチベートされるたびに少なくとも第２当事者の所定ターミナルに実質的に瞬時に通知
メッセージを送信する、という段階を備えた方法。
（１３）インターフェイスモジュールを経てアクセスできる上記データオブジェクトは、
第１当事者のターミナル及び第１当事者にアクセスできるネットワーク要素の一方に記憶
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される（１２）に記載の方法。
（１４）第１当事者のターミナル及び第１当事者にアクセスできるネットワーク要素の一
方に第２当事者に関するコンタクト情報を記憶する段階を更に備えた（１２）に記載の方
法。
（１５）上記データオブジェクトは、そのデータオブジェクトのソース、オリジネーター
、ターゲット及び対象者の少なくとも１つに関する関連性データを含む（１２）に記載の
方法。
（１６）第２ターミナルで通知メッセージを受け取り、そして第２当事者により感知され
るべき触覚信号、聴覚信号及び視覚信号の少なくとも１つを与える段階を更に備えた（１
２）に記載の方法。
（１７）上記与えられた触覚信号は、振動、変形及び温度変化の１つを含む（１６）に記
載の方法。
（１８）上記触覚信号は、上記第２ターミナルと、ショートレンジワイヤレス通信リンク
で上記第２ターミナルにリンクされた装置の一方により与えられる（１６）に記載の方法
。
（１９）第２当事者のターミナルで通知メッセージを受け取り、そしてその通知メッセー
ジを与える段階を更に備え、その通知メッセージは、第２当事者に送信するのに使用でき
る複数の異なる形式の通知メッセージの少なくとも１つを含む（１２）に記載の方法。
（２０）通知メッセージを与える上記段階は、異なる形式の振動の少なくとも１つを第２
当事者へ与えることを含む（１９）に記載の方法。
（２１）上記複数の異なる形式の通知メッセージは、第１当事者により作成される異なる
個人的メッセージを含む（１９）に記載の方法。
（２２）上記アクチベートされるべきデータオブジェクトは、ｅ－メール、コンタクトデ
ィレクトリエントリー、電話帳エントリー、ショートメッセージサービスのメッセージ、
テキストメッセージ、イメージ、ピクチャー、ビデオクリップ、オーディオクリップ及び
第２当事者に関連したアニメーションの少なくとも１つを含む（１２）に記載の方法。
（２３）データオブジェクトをアクチベートする上記段階は、データオブジェクトをアク
セスし、読み取り、書き込み、描写し、編集し、コピーし、転送し、移動し、再ネーミン
グし、合成し、その詳細を示し、メッセージをアタッチし、使用し、聴取し、そして見る
という動作の１つを含む（１２）に記載の方法。
（２４）他のターミナルと通信する移動ターミナルにおいて、プロセッサと、記憶装置と
、プロセッサにおいて動作するソフトウェア手段とを備え、該ソフトウェア手段は、当事
者の識別された通信パートナーをリストするデータベースを記憶装置に維持するための手
段と、上記識別された通信パートナーにデータオブジェクトを関連させる手段と、その関
連されたデータオブジェクトのいずれかがアクチベートされるかどうかを周期的に走査す
るための手段と、データオブジェクトの１つがアクチベートされるたびに上記識別された
通信パートナーの少なくとも１つに通知メッセージを実質的に瞬時に送信するための手段
とを含む移動ターミナル。
（２５）ワイヤレス通信ネットワークで動作している第１当事者のターミナルに、第２当
事者が第１当事者の電子的表示を操作したことを通知するための方法において、第１当事
者をその第１当事者の電子的表示に関連させ、入力装置を使用して第１当事者に関連した
電子的表示を第２当事者により操作し、そして第１当事者に関連した電子的表示を操作す
る際に第２当事者から第１当事者へ通知を送信する、という段階を備えた方法。
（２６）電子的表示を操作しそして通知を送信する上記段階は、移動ターミナルにより実
行される（２５）に記載の方法。
（２７）第１当事者を電子的表示に関連させる上記段階は、第１通信ターミナルにおいて
実行され、そして更に、第１当事者に対し第２通信ターミナルで通知を受け取る段階を備
えた（２５）に記載の方法。
（２８）第１当事者に関する情報を第１通信ターミナル及びネットワークの一方に記憶し
、この情報は、第２通信ターミナルに操作を通知するための通知情報より成り、そして電
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ゲット及び対象者の少なくとも１つに関する関連性データを含み、第１当事者を電子的表
示に関連させる上記段階は、上記関連性データを使用して第１当事者に関する情報を第１
当事者の電子的表示に関連させることを含む（２７）に記載の方法。
（２９）第２通信ターミナルで通知を受信し、そして第１当事者により感知されるべき触
覚信号を与える段階を更に備えた（２７）に記載の方法。
（３０）上記与えられた触覚信号は、振動、変形及び温度変化の１つを含む（２９）に記
載の方法。
（３１）上記第２通信ターミナルは、移動ターミナルより成り、そして上記触覚信号は、
ショートレンジ通信リンクで移動ターミナルにワイヤレスリンクされた装置により第１当
事者に与えられる（２９）に記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の実施形態に基づいて使用されるシステムアーキテクチャーのブロック図
である。
【図２】ワイヤレスターミナルのブロック図で、本発明の実施形態に基づいて使用される
ターミナルの要素を示す図である。
【図３Ａ】本発明の方法を実行するためのステップのフローチャートである。
【図３Ｂ】本発明の方法を実行するためのステップのフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態に基づき個人Ａのターミナルにユーザ情報が入力されるところ
の多数のユーザのリストである。
【図５】２つのスクリーンを示す図で、第１のスクリーンは、図４のリストにおけるユー
ザの特定の１人に対するユーザ情報を示し、そして第２のスクリーンは、本発明の実施形
態に基づき特定のユーザに関連した幾つかの考えられるデータオブジェクトを示す。
【図６】特定のユーザに関連したデータオブジェクトであるｅ－メールのリストからのｅ
－メールの選択を例示する図である。
【図７】選択されたｅ－メールをアクチベートするためのコマンドの選択を例示する図で
ある。
【図８】システムアーキテクチャーの第２実施形態を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１００、１１０ ターミナル
１２０ 移動ネットワーク
１１５、１２５ 通信リンク
１３５ 外部通知装置
２０２ ディスプレイ
２０６ ネットワークトランシーバ
２０８ 中央処理ユニット（ＣＰＵ）
２１０ メモリ
２１２ データ記憶装置
２１６ アンテナ
２１８ 触覚インターフェイス
２２０ 入力
２２１ スピーカ
２２２ ソフトウェア
２２４ データベース



(14) JP 4176474 B2 2008.11.5

【図１】 【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】



(15) JP 4176474 B2 2008.11.5

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(16) JP 4176474 B2 2008.11.5

10

フロントページの続き

    審査官  冨田　高史

(56)参考文献  特開平０８－１２９５１５（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－０８４１４１（ＪＰ，Ａ）
              米国特許第０６１２５２８７（ＵＳ，Ａ）
              特開２００１－３５８７４６（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04M  1/00
                    1/24 -1/253
                    1/58 -1/62
                    1/66 -3/00
                    3/16 -3/20
                    3/38 -3/58
                    7/00 -7/16
                   11/00 -11/10
              H04Q  7/00 - 7/38


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

