JP 2016‑517208 A 2016.6.9

(57)【要約】
実施形態において、ボイスオーバーインターネットプ
ロトコル（ＶｏＩＰ）入札者は、ＶｏＩＰプロバイダお
よび／またはＶｏＩＰアクセスネットワークと交渉して
、ＶｏＩＰプロバイダをＶｏＩＰアクセスネットワーク
（例えば、１組の特定のＷｉＦｉ ＡＰ、非ローミング
セルラアクセスネットワーク、等）に対する優先または
デフォルトＶｏＩＰプロバイダとして確立する。優先ま
たはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして、ＶｏＩＰア
クセスネットワークは、ＶｏＩＰアクセスネットワーク
を通してユーザ機器（ＵＥ）にＶｏＩＰサービスを提供
するようにも構成されている１つ以上の他のＶｏＩＰプ
ロバイダと比較して、ＶｏＩＰプロバイダを介してＵＥ
にＶｏＩＰサービスを提供するための優先の性能および
／または契約条件（またはＶｏＩＰ機会）を与える。さ
らなる実施形態において、ＵＥのうちの１つは、ＶｏＩ
Ｐアクセスネットワークに接続して、ＶｏＩＰアクセス
ネットワークを通してＶｏＩＰプロバイダを介してＵＥ
に利用可能である、優先の性能および／または契約条件
を、ＵＥのユーザにアドバタイズする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）プロバイダによって提供
される複数ＶｏＩＰサービスに加入するユーザ機器（ＵＥ）を動作させる方法において、
前記ＵＥが第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して動作している間、前記複
数のＶｏＩＰプロバイダのうちの第１のＶｏＩＰプロバイダを、前記ＵＥに対する優先ま
たはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして関係付けることを含み、
前記第１のＶｏＩＰプロバイダは、ＶｏＩＰ入札エンティティ、前記第１のＶｏＩＰプ
ロバイダおよび／または前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワーク間の交渉を介して
、前記ＶｏＩＰ入札エンティティによって、前記優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイ
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ダとして確立され、
前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネ
ットワークを通して前記ＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するように構成されている１つ以
上の他のＶｏＩＰプロバイダと比較して、前記第１のＶｏＩＰプロバイダを介して前記Ｕ
ＥにＶｏＩＰサービスを提供するための第１の組の優先の性能および／または契約条件に
関係付けられている方法。
【請求項２】
前記ＵＥが、前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークに属する第１のＶｏＩＰア
クセスネットワークに接続されていると決定することと、
前記ＵＥが前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークに接続されていると決定すること
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に応答して、前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して前記第１のＶｏＩＰプロ
バイダを介して前記ＵＥに利用可能である、前記第１の組の優先の性能および／または契
約条件を、前記ＵＥのユーザに対してアドバタイズすることとをさらに含む請求項１記載
の方法。
【請求項３】
前記ＶｏＩＰ入札エンティティは、前記第１のＶｏＩＰプロバイダ、前記ＵＥが加入す
るセルラキャリア、前記ＵＥが加入する所定のＶｏＩＰアクセスネットワークおよび／ま
たは前記ＵＥのオリジナル機器製造者（ＯＥＭ）に対応する請求項２記載の方法。
【請求項４】
前記アドバタイズすることは、前記１つ以上の他のＶｏＩＰプロバイダに関係付けられ
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た１つ以上の他の組の性能および／または契約条件と関係付けて、前記第１の組の優先の
性能および／または契約条件をアドバタイズする請求項２記載の方法。
【請求項５】
前記ＵＥが第２の組のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して動作している間、前記複
数のＶｏＩＰプロバイダのうちの第２のＶｏＩＰプロバイダを、前記ＵＥに対する前記優
先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして関係付けることと、
前記ＵＥが、前記第２の組のＶｏＩＰアクセスネットワークに属する第２のＶｏＩＰア
クセスネットワークに接続されていると決定することと、
前記ＵＥが前記第２のＶｏＩＰアクセスネットワークに接続されていると決定すること
に応答して、前記第２のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して前記第２のＶｏＩＰプロ
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バイダを介して前記ＵＥに利用可能である、第２の組の優先の性能および／または契約条
件を、前記ＵＥのユーザに対してアドバタイズすることとをさらに含み、
前記第２のＶｏＩＰプロバイダは、別のＶｏＩＰ入札エンティティ、前記第２のＶｏＩ
Ｐプロバイダおよび／または前記第２の組のＶｏＩＰアクセスネットワーク間の交渉を介
して、前記別のＶｏＩＰ入札エンティティによって、前記優先またはデフォルトＶｏＩＰ
プロバイダとして確立され、
前記第２の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記第２の組のＶｏＩＰアクセスネ
ットワークを通して前記ＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するように構成されている少なく
とも１つの他のＶｏＩＰプロバイダと比較して、前記第２のＶｏＩＰプロバイダを介して
前記ＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するための前記第２の組の優先の性能および／または
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契約条件に関係付けられている請求項２記載の方法。
【請求項６】
前記第１の組の優先の性能および／または契約条件は、第１のレベルのサービス品質（
ＱｏＳ）を含み、
前記第２の組の優先の性能および／または契約条件は、前記第１のレベルのＱｏＳとは
異なる第２のレベルのＱｏＳを含む請求項５記載の方法。
【請求項７】
前記第１のレベルのＱｏＳは前記第２のレベルのＱｏＳよりも高く、
前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、ＷｉＦｉベースのＶｏＩＰアクセス
ネットワークに関係付けられており、
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前記第２の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、セルラベースのＶｏＩＰアクセスネ
ットワークに関係付けられている請求項６記載の方法。
【請求項８】
前記ＵＥが前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークに接続されている間、ＶｏＩＰ通
話を開始する、前記ＵＥのユーザによる試行を検出することをさらに含む請求項２記載の
方法。
【請求項９】
前記アドバタイズすることは、前記検出に応答して実行される請求項８記載の方法。
【請求項１０】
前記ＵＥが前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して動作している間、前記第
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１のＶｏＩＰプロバイダが前記ＵＥに対する前記優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイ
ダであることに基づいて、前記検出に応答して、前記第１のＶｏＩＰプロバイダを通して
取り次がれるＶｏＩＰ通話を管理するように構成されているＶｏＩＰクライアントアプリ
ケーションが自動的に起動される請求項８記載の方法。
【請求項１１】
前記アドバタイズすることは、ユーザ選択可能なアイコンとともに、前記第１の組の優
先の性能および／または契約条件を提示し、前記ユーザ選択可能なアイコンは、前記ユー
ザによって選択される場合、前記第１のＶｏＩＰプロバイダを通して取り次がれるＶｏＩ
Ｐ通話を管理するように構成されているＶｏＩＰクライアントアプリケーションを起動す
る請求項２記載の方法。
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【請求項１２】
前記第１の組の優先の性能および／または契約条件は、前記第１のＶｏＩＰプロバイダ
による減少されたＶｏＩＰ請求レート、セルラキャリアネットワークによる減少されたデ
ータレート課金および／またはサービス品質（ＱｏＳ）を含む請求項１記載の方法。
【請求項１３】
前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、（ｉ）前記ＵＥが加入するセルラキ
ャリアネットワーク、（ｉｉ）前記ＵＥのＯＥＭ、または、（ｉｉｉ）前記第１のＶｏＩ
Ｐプロバイダ、により制御される、および／または、との契約上の合意のもとで制御され
る、ＶｏＩＰアクセスネットワークに対応する請求項１記載の方法。
【請求項１４】
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前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、ＷｉＦｉネットワークおよび／また
は広域ネットワーク（ＷＡＮ）ネットワークを含む請求項１記載の方法。
【請求項１５】
前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、セルラキャリアの無線アクセスネッ
トワークの非ローミング部分に対応し、
前記セルラキャリアの無線アクセスネットワークのローミング部分に対応する第２の組
のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記第１の組の優先の性能および／または契約条件
に関係付けられていない請求項１記載の方法。
【請求項１６】
ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）入札エンティティを動作させる
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方法において、
所定のＶｏＩＰプロバイダおよび／または１組のＶｏＩＰアクセスネットワークと交渉
して、前記所定のＶｏＩＰプロバイダを前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワークに対す
る優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして確立することを含み、
前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワー
クを通して１組のユーザ機器（ＵＥ）にＶｏＩＰサービスを提供するように構成されてい
る１つ以上の他のＶｏＩＰプロバイダと比較して、前記所定のＶｏＩＰプロバイダを介し
て前記１組のＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するための１組の優先の性能および／または
契約条件に関係付けられている方法。
【請求項１７】
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前記１組のＵＥに対して、前記１組の優先の性能および／または契約条件を配信するこ
とをさらに含む請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
前記配信することは、前記１組のＵＥの製造中に生じる請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
前記配信することは、前記１組のＵＥが配備された後に生じる請求項１７記載の方法。
【請求項２０】
前記ＶｏＩＰ入札エンティティは、前記所定のＶｏＩＰプロバイダ、前記１組のＵＥが
加入するセルラキャリアネットワーク、前記１組のＵＥが加入する所定のＶｏＩＰアクセ
スネットワークおよび／または前記１組のＵＥのオリジナル機器製造者（ＯＥＭ）に対応
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する請求項１６記載の方法。
【請求項２１】
前記１組の優先の性能および／または契約条件は、前記所定のＶｏＩＰプロバイダによ
る減少されたＶｏＩＰ請求レート、セルラキャリアネットワークによる減少されたデータ
レート課金および／またはサービス品質（ＱｏＳ）を含む請求項１６記載の方法。
【請求項２２】
前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、ＷｉＦｉネットワークおよび／または広
域ネットワーク（ＷＡＮ）ネットワークを含む請求項１６記載の方法。
【請求項２３】
前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、（ｉ）前記１組のＵＥによって加入され
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るセルラキャリアネットワーク、（ｉｉ）前記１組のＵＥのＯＥＭ、または、（ｉｉｉ）
前記所定のＶｏＩＰプロバイダ、により制御される、および／または、との契約上の合意
のもとで制御される、ＶｏＩＰアクセスネットワークに対応する請求項１６記載の方法。
【請求項２４】
前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、セルラキャリアの無線アクセスネットワ
ークの非ローミング部分に対応し、
前記セルラキャリアの無線アクセスネットワークのローミング部分に対応する異なる組
のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記１組の優先の性能および／または契約条件に関
係付けられていない請求項１６記載の方法。
【請求項２５】
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複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）サービスにアクセスする
ように構成されているユーザ機器（ＵＥ）を動作させる方法において、
複数の優先ＶｏＩＰ機会を記憶させ、前記複数の優先ＶｏＩＰ機会のそれぞれは、所定
のデータアクセスプロバイダと、関係付けられたＶｏＩＰサービスと、前記所定のデータ
アクセスプロバイダを介して前記関係付けられたＶｏＩＰサービスを利用するために利用
可能な条件とを示すことと、
前記ＵＥが第１のデータアクセスプロバイダに接続されていると決定することと、
前記決定に応答して、前記第１のデータアクセスプロバイダを示す少なくとも１つの優
先ＶｏＩＰ機会を識別することと、
前記第１のデータアクセスプロバイダに接続されている間に、前記識別された少なくと
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も１つの優先ＶｏＩＰ機会に関係付けられたＶｏＩＰサービスを利用することをユーザが
選択する場合、少なくとも、利用可能な前記識別された少なくとも１つの優先ＶｏＩＰ機
会によって示される前記条件を、前記ＵＥのユーザに対して提示することとを含む方法。
【請求項２６】
前記提示することは、前記第１のデータアクセスプロバイダを介して前記ＵＥに利用可
能である少なくとも１つの他のＶｏＩＰサービスに関係付けられた少なくとも１つの追加
の１組の条件を、前記ＵＥのユーザに対して提示することさらに含む請求項２５記載の方
法。
【請求項２７】
前記少なくとも１つの他のＶｏＩＰサービスは、前記複数のＶｏＩＰ機会のうちの少な

10

くとも１つの中の前記第１のデータアクセスプロバイダに関係付けられている請求項２６
記載の方法。
【請求項２８】
前記少なくとも１つの他のＶｏＩＰサービスは、前記複数のＶｏＩＰ機会のうちの少な
くとも１つの中の前記第１のデータアクセスプロバイダに関係付けられていない請求項２
６記載の方法。
【請求項２９】
前記ＵＥが第２のデータアクセスプロバイダに接続されていると決定することと、
前記ＵＥが第２のデータアクセスプロバイダに接続されているとの決定に応答して、前
記第２のデータアクセスプロバイダを示す１つ以上の優先ＶｏＩＰ機会を識別することと
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、
前記第２のデータアクセスプロバイダに接続されている間に、前記識別された１つ以上
の優先ＶｏＩＰ機会に関係付けられたＶｏＩＰサービスを利用することを前記ユーザが選
択する場合、少なくとも、利用可能な前記識別された少なくとも１つの優先ＶｏＩＰ機会
によって示される前記条件を、前記ＵＥのユーザに対して提示することとをさらに含む請
求項２５記載の方法。
【請求項３０】
複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）プロバイダによって提供
される複数ＶｏＩＰサービスに加入するユーザ機器（ＵＥ）において、
前記ＵＥが第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して動作している間、前記複
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数のＶｏＩＰプロバイダのうちの第１のＶｏＩＰプロバイダを、前記ＵＥに対する優先ま
たはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして関係付ける手段と、
前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークに接続する手段とを具備し、
前記第１のＶｏＩＰプロバイダは、ＶｏＩＰ入札エンティティ、前記第１のＶｏＩＰプ
ロバイダおよび／または前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワーク間の交渉を介して
、前記ＶｏＩＰ入札エンティティによって、前記優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイ
ダとして確立され、
前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネ
ットワークを通して前記ＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するように構成されている１つ以
上の他のＶｏＩＰプロバイダと比較して、前記第１のＶｏＩＰプロバイダを介して前記Ｕ
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ＥにＶｏＩＰサービスを提供するための第１の組の優先の性能および／または契約条件に
関係付けられているＵＥ。
【請求項３１】
ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）入札エンティティにおいて、
前記ＶｏＩＰ入札エンティティ、所定のＶｏＩＰプロバイダおよび／または１組のＶｏ
ＩＰアクセスネットワーク間の通信を確立する手段と、
前記所定のＶｏＩＰプロバイダおよび／または前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワー
クと交渉して、前記所定のＶｏＩＰプロバイダを前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワー
クに対する優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして確立する手段とを具備し、
前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワー
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クを通して１組のユーザ機器（ＵＥ）にＶｏＩＰサービスを提供するように構成されてい
る１つ以上の他のＶｏＩＰプロバイダと比較して、前記所定のＶｏＩＰプロバイダを介し
て前記１組のＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するための１組の優先の性能および／または
契約条件に関係付けられているＶｏＩＰ入札エンティティ。
【請求項３２】
複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）サービスにアクセスする
ように構成されているユーザ機器（ＵＥ）において、
複数の優先ＶｏＩＰ機会を記憶させ、前記複数の優先ＶｏＩＰ機会のそれぞれは、所定
のデータアクセスプロバイダと、関係付けられたＶｏＩＰサービスと、前記所定のデータ
アクセスプロバイダを介して前記関係付けられたＶｏＩＰサービスを利用するために利用

10

可能な条件とを示す手段と、
前記ＵＥが第１のデータアクセスプロバイダに接続されていると決定する手段と、
前記決定に応答して、前記第１のデータアクセスプロバイダを示す少なくとも１つの優
先ＶｏＩＰ機会を識別する手段と、
前記第１のデータアクセスプロバイダに接続されている間に、前記識別された少なくと
も１つの優先ＶｏＩＰ機会に関係付けられたＶｏＩＰサービスを利用することをユーザが
選択する場合、少なくとも、利用可能な前記識別された少なくとも１つの優先ＶｏＩＰ機
会によって示される前記条件を、前記ＵＥのユーザに対して提示する手段とを具備するＵ
Ｅ。
【請求項３３】

20

複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）プロバイダによって提供
される複数ＶｏＩＰサービスに加入するユーザ機器（ＵＥ）において、
前記ＵＥが第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して動作している間、前記複
数のＶｏＩＰプロバイダのうちの第１のＶｏＩＰプロバイダを、前記ＵＥに対する優先ま
たはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして関係付けるように構成されている論理を具備し
、
前記第１のＶｏＩＰプロバイダは、ＶｏＩＰ入札エンティティ、前記第１のＶｏＩＰプ
ロバイダおよび／または前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワーク間の交渉を介して
、前記ＶｏＩＰ入札エンティティによって、前記優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイ
ダとして確立され、

30

前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネ
ットワークを通して前記ＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するように構成されている１つ以
上の他のＶｏＩＰプロバイダと比較して、前記第１のＶｏＩＰプロバイダを介して前記Ｕ
ＥにＶｏＩＰサービスを提供するための第１の組の優先の性能および／または契約条件に
関係付けられているＵＥ。
【請求項３４】
ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）入札エンティティにおいて、
所定のＶｏＩＰプロバイダおよび／または１組のＶｏＩＰアクセスネットワークと交渉
して、前記所定のＶｏＩＰプロバイダを前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワークに対す
る優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして確立するように構成されている論理を

40

具備し、
前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワー
クを通して１組のユーザ機器（ＵＥ）にＶｏＩＰサービスを提供するように構成されてい
る１つ以上の他のＶｏＩＰプロバイダと比較して、前記所定のＶｏＩＰプロバイダを介し
て前記１組のＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するための１組の優先の性能および／または
契約条件に関係付けられているＶｏＩＰ入札エンティティ。
【請求項３５】
複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）サービスにアクセスする
ように構成されているユーザ機器（ＵＥ）において、
複数の優先ＶｏＩＰ機会を記憶させるように構成され、前記複数の優先ＶｏＩＰ機会の
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それぞれは、所定のデータアクセスプロバイダと、関係付けられたＶｏＩＰサービスと、
前記所定のデータアクセスプロバイダを介して前記関係付けられたＶｏＩＰサービスを利
用するために利用可能な条件とを示す論理と、
前記ＵＥが第１のデータアクセスプロバイダに接続されていると決定するように構成さ
れている論理と、
前記決定に応答して、前記第１のデータアクセスプロバイダを示す少なくとも１つの優
先ＶｏＩＰ機会を識別するように構成されている論理と、
前記第１のデータアクセスプロバイダに接続されている間に、前記識別された少なくと
も１つの優先ＶｏＩＰ機会に関係付けられたＶｏＩＰサービスを利用することをユーザが
選択する場合、少なくとも、利用可能な前記識別された少なくとも１つの優先ＶｏＩＰ機

10

会によって示される前記条件を、前記ＵＥのユーザに対して提示するように構成されてい
る論理とを具備するＵＥ。
【請求項３６】
その上に記憶されている命令を含む非一時的コンピュータ読取可能媒体において、
複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）プロバイダによって提供
される複数ＶｏＩＰサービスに加入するユーザ機器（ＵＥ）によって実行されるとき、命
令は前記ＵＥに動作を実行させ、
前記命令は、
前記ＵＥに、前記ＵＥが第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して動作してい
る間、前記複数のＶｏＩＰプロバイダのうちの第１のＶｏＩＰプロバイダを、前記ＵＥに

20

対する優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして関係付けさせる少なくとも１つの
命令を含み、
前記第１のＶｏＩＰプロバイダは、ＶｏＩＰ入札エンティティ、前記第１のＶｏＩＰプ
ロバイダおよび／または前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワーク間の交渉を介して
、前記ＶｏＩＰ入札エンティティによって、前記優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイ
ダとして確立され、
前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネ
ットワークを通して前記ＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するように構成されている１つ以
上の他のＶｏＩＰプロバイダと比較して、前記第１のＶｏＩＰプロバイダを介して前記Ｕ
ＥにＶｏＩＰサービスを提供するための第１の組の優先の性能および／または契約条件に

30

関係付けられている非一時的コンピュータ読取可能媒体。
【請求項３７】
その上に記憶されている命令を含む非一時的コンピュータ読取可能媒体において、
ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）入札エンティティによって実行
されるとき、命令は前記ＶｏＩＰ入札エンティティに動作を実行させ、
前記命令は、
前記ＶｏＩＰ入札エンティティに、所定のＶｏＩＰプロバイダおよび／または１組のＶ
ｏＩＰアクセスネットワークと交渉して、前記所定のＶｏＩＰプロバイダを前記１組のＶ
ｏＩＰアクセスネットワークに対する優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして確
立させる少なくとも１つの命令を含み、

40

前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワー
クを通して１組のユーザ機器（ＵＥ）にＶｏＩＰサービスを提供するように構成されてい
る１つ以上の他のＶｏＩＰプロバイダと比較して、前記所定のＶｏＩＰプロバイダを介し
て前記１組のＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するための１組の優先の性能および／または
契約条件に関係付けられている非一時的コンピュータ読取可能媒体。
【請求項３８】
その上に記憶されている命令を含む非一時的コンピュータ読取可能媒体において、
複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）サービスにアクセスする
ように構成されているユーザ機器（ＵＥ）によって実行されるとき、命令は前記ＵＥに動
作を実行させ、
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前記命令は、
前記ＵＥに、複数の優先ＶｏＩＰ機会を記憶させるための少なくとも１つの命令、前記
複数の優先ＶｏＩＰ機会のそれぞれは、所定のデータアクセスプロバイダと、関係付けら
れたＶｏＩＰサービスと、前記所定のデータアクセスプロバイダを介して前記関係付けら
れたＶｏＩＰサービスを利用するために利用可能な条件とを示すと、
前記ＵＥに、前記ＵＥが第１のデータアクセスプロバイダに接続されていると決定させ
るための少なくとも１つの命令と、
前記決定に応答して、前記ＵＥに、前記第１のデータアクセスプロバイダを示す少なく
とも１つの優先ＶｏＩＰ機会を識別させるための少なくとも１つの命令と、
前記第１のデータアクセスプロバイダに接続されている間に、前記識別された少なくと

10

も１つの優先ＶｏＩＰ機会に関係付けられたＶｏＩＰサービスを利用することをユーザが
選択する場合、前記ＵＥに、少なくとも、利用可能な前記識別された少なくとも１つの優
先ＶｏＩＰ機会によって示される前記条件を、前記ＵＥのユーザに対して提示させるため
の少なくとも１つの命令とを含む非一時的コンピュータ読取可能媒体。
【発明の詳細な説明】
【発明の背景】
【０００１】
１．発明の分野
［０００１］
本発明の実施形態は、ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）プロバイ

20

ダを、優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして１組のＶｏＩＰネットワークと関
係付けることに関連する。
【０００２】
２．関連技術の説明
［０００２］
ワイヤレス通信システムは、さまざまな世代を通して展開されており、さまざまな世代
は、第１世代アナログワイヤレス電話サービス（１Ｇ）や、（暫定的２．５Ｇネットワー
クおよび２．７５ネットワークを含む）第２世代（２Ｇ）デジタルワイヤレス電話サービ
スや、第３世代（３Ｇ）高速データ、インターネット可能ワイヤレスサービスや、第４世
代（４Ｇ）サービス（例えば、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）またはＷｉＭａ

30

ｘ（登録商標））を含んでいる。現在、セルラおよびパーソナル通信サービス（ＰＣＳ）
システムを含む、多くの異なるタイプの使用されているワイヤレス通信システムが存在す
る。知られているセルラシステムの例は、セルラアナログアドバンスド移動体電話システ
ム（ＡＭＰＳ）と、コード分割多元接続（ＣＤＭＡ）や、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ
）や、時間分割多元接続（ＴＤＭＡ）や、ＴＤＭＡのグローバルシステムフォーモバイル
アクセス（ＧＳＭ（登録商標））バリエーションに基づいているデジタルセルラシステム
とを含んでいる。
【０００３】
［０００３］
現在、セルラプロバイダのデータネットワークを介してＶｏＩＰプロバイダ（例えば、

40

ｉＯＳ上のフェイスタイム、アンドロイド上のグーグルボイス、ウインドウズフォン上の
スカイプ、等）を使用することをユーザが選ぶとき、または、ＶｏＩＰサービスをサポー
トする他のＩＰネットワーク（例えば、ＷｉＦｉ（登録商標）ホットスポット、等）を通
してＶｏＩＰプロバイダを使用することによって、セルラネットワークを完全にバイパス
することをユーザが選ぶとき、上述のワイヤレス通信システムのいずれかを介してサービ
スを提供するセルラキャリア（例えば、スプリント、ベライゾン、ＡＴ＆Ｔ、等）は、通
信経験の制御を失う。同様に、オリジナル機器製造者（ＯＥＭ）は、それらのデバイス上
でＶｏＩＰプロバイダが使用されることに対してほとんど制御を有さない。
【概要】
【０００４】
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［０００４］
実施形態において、ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）入札者は、
ＶｏＩＰプロバイダおよび／またはＶｏＩＰアクセスネットワークと交渉して、ＶｏＩＰ
プロバイダを、ＶｏＩＰアクセスネットワーク（例えば、１組の特定のＷｉＦｉ

ＡＰ、

非ローミングセルラアクセスネットワーク、等）に対する優先またはデフォルトＶｏＩＰ
プロバイダとして確立する。優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして、ＶｏＩＰ
アクセスネットワークは、ＶｏＩＰアクセスネットワークを通してユーザ機器（ＵＥ）に
ＶｏＩＰサービスを提供するように構成されている１つ以上の他のＶｏＩＰプロバイダと
比較して、ＶｏＩＰプロバイダを介してＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するための優先の
性能および／または契約条件（またはＶｏＩＰ機会）を与える。さらなる実施形態におい

10

て、ＵＥのうちの１つは、ＶｏＩＰアクセスネットワークに接続し、そして、ＶｏＩＰア
クセスネットワークを通してＶｏＩＰプロバイダを介してＵＥに利用可能である、優先の
性能および／または契約条件を、ＵＥのユーザに対してアドバタイズする。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
［０００５］
本発明の実施形態とそれに伴う多くの利点のより完全な理解は、添付の図面とともに考
慮するとき、以下の詳細な説明を参照することによって同じものがより良く理解されるの
で、容易に得られるだろう。図面は、単に例示のために示されており、本発明を限定する
20

ものではない。
【図１】［０００６］

図１は、本発明の実施形態にしたがった、ワイヤレス通信システ

ムの高レベルシステムアーキテクチャを図示している。
【図２】［０００７］

図２は、本発明の実施形態にしたがった、ユーザ機器（ＵＥ）の

例を図示している。
【図３】［０００８］

図３は、本発明の実施形態にしたがった、機能性を実行するよう

に構成されている論理を含む通信デバイスを図示している。
【図４】［０００９］

図４は、セルラキャリアネットワークおよび複数のＶｏＩＰプロ

バイダに加入する所定のＵＥに関して生じる従来の通話動作を図示している。
【図５】［００１０］

図５は、本発明の実施形態にしたがった、１つ以上のボイスオー

バーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）入札者が、１組のＶｏＩＰアクセスネットワ

30

ークを通しての、少なくとも１つのＶｏＩＰプロバイダに対する、優先の性能および／ま
たは契約条件を交渉する手順を図示している。
【図６】［００１１］

図６は、本発明の実施形態にしたがった、所定のＵＥによって、

ＶｏＩＰセッションに携わるプロセスを図示している。
【図７Ａ】［００１２］

図７Ａは、本発明の実施形態にしたがった、所定のＵＥにおけ

るＶｏＩＰプロバイダアドバタイズスクリーンを図示している。
【図７Ｂ】［００１３］

図７Ｂは、本発明の実施形態にしたがった、所定のＵＥにおけ

る別のＶｏＩＰプロバイダアドバタイズスクリーンを図示している。
【図８Ａ】［００１４］

図８Ａは、オペレーティングシステム（ＯＳ）によって確立さ

れたデフォルトＶｏＩＰがＶｏＩＰ通話に対して使用される従来のシナリオを図示してい

40

る。
【図８Ｂ】［００１５］

図８Ｂは、本発明の実施形態にしたがった、ＶｏＩＰプロバイ

ダが特定のＶｏＩＰアクセスネットワークと交渉して、そのＶｏＩＰサービスの使用に動
機を与えるように優先のサービスを提示する図５〜図６の実行に基づいた使用のケースを
図示している。
【詳細な説明】
【０００６】
［００１６］
本発明の態様は、本発明の特定の実施形態に向けられている以下の説明および関連する
図面において開示されている。代替的な実施形態は、本発明の範囲から逸脱することなく
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考案してもよい。加えて、本発明の周知のエレメントは、本発明の関連する詳細を曖昧に
しないように、詳細に記述されないか、または、省略されるだろう。
【０００７】
［００１７］
「例として、事例として、あるいは実例として機能すること」を意味するために、言葉
「例示的な」および／または「例」をここで使用する。「例示的な」ものとして、および
／または、「例」として、ここで説明するいずれの実施形態も、他の実施形態と比較して
、必ずしも、好ましいまたは効果的なものと解釈すべきではない。同様に、用語「本発明
の実施形態」は、本発明のすべての実施形態が、議論した特徴、利点、または動作のモー
ドを含むことを要求していない。

10

【０００８】
［００１８］
さらに、例えば、コンピューティングデバイスのエレメントによって実行されることに
なるアクションのシーケンスに関して多くの実施形態を説明する。ここで説明するさまざ
まなアクションは、特定回路（例えば、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ））によって、
１つ以上のプロセッサにより実行されているプログラム命令によって、または両方の組み
合わせによって実行することができることが認識されるだろう。加えて、ここで説明する
アクションのこれらのシーケンスは、コンピュータ読取可能記憶媒体の任意の形態内で完
全に具現化されると考えることができ、コンピュータ読取可能記憶媒体は、実行される際
、関係付けられたプロセッサにここで説明する機能を実行させる、その中に記憶された対
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応した組のコンピュータ命令を有する。したがって、本発明のさまざまな態様は多数の異
なる形態で具現化してもよく、これらのすべては特許請求の範囲に記載の主題事項の範囲
内であると企図されている。加えて、ここで説明する実施形態のそれぞれに対して、何ら
かのこのような実施形態の対応する形態は、ここでは、例えば、説明するアクションを実
行「するように構成されている論理」と説明するかもしれない。
【０００９】
［００１９］
ここでユーザ機器（ＵＥ）として呼ばれているクライアントデバイスは、移動体または
静的であってもよく、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）と通信してもよい。ここで使
用されるように、用語「ＵＥ」は、「アクセス端末」または「ＡＴ」、「ワイヤレスデバ
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イス」、「加入者デバイス」、「加入者端末」、「加入者局」、「ユーザ端末」またはＵ
Ｔ、「移動端末」、「移動局」、およびこれらのバリエーションとして交換可能に呼ばれ
ることがある。一般的に、ＵＥはＲＡＮを介してコアネットワークと通信でき、コアネッ
トワークを通して、ＵＥはインターネットのような外部ネットワークに接続できる。もち
ろん、ワイヤードアクセスネットワーク、（例えばＩＥＥＥ８０２．１１、等に基づく）
ＷｉＦｉネットワーク等を通してのような、コアネットワークおよび／またはインターネ
ットに接続する他のメカニズムもＵＥに対して可能である。ＵＥは、ＰＣカード、コンパ
クトフラッシュ（登録商標）デバイス、外部また内部モデム、ワイヤレスまたはワイヤラ
イン電話機、等を含む多数のタイプのデバイスのうちの任意のものによって具現化しても
よいが、これらに限定されない。ＵＥが信号をＲＡＮに送ることができる通信リンクは、

40

アップリンクチャネル（例えば、リバーストラフィックチャネル、リバース制御チャネル
、アクセスチャネル、等）と呼ばれる。ＲＡＮが信号をＵＥに送ることができる通信リン
クは、ダウンリンクまたはフォワードリンクチャネル（例えば、ページングチャネル、制
御チャネル、ブロードキャストチャネル、フォワードトラフィックチャネル、等）と呼ば
れる。ここで使用するように、用語、トラフィックチャネル（ＴＣＨ）は、アップリンク
／リバースリンクまたはダウンリンク／フォワードのトラフィックチャネルのいずれかを
指すことがある。
【００１０】
［００２０］
図１は、本発明の実施形態にしたがった、ワイヤレス通信システム１００の高レベルシ
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ステムアーキテクチャを図示している。ワイヤレス通信システム１００は、ＵＥ１．．．
Ｎを含んでいる。ＵＥ１．．．Ｎは、セルラ電話機、パーソナルデジタルアシスタント（
ＰＤＡ）、ページャ、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、等を含む
ことがある。例えば、図１において、ＵＥ１．．．２はセルラ通話電話機として図示され
、ＵＥ３．．．５は、セルラタッチスクリーン電話機またはスマートフォンとして図示さ
れ、ＵＥ

Ｎは、デスクトップコンピュータまたはＰＣとして図示されている。

【００１１】
［００２１］
図１を参照すると、ＵＥ１．．．Ｎは、エアインターフェース１０４、１０６、１０８
、および／または、ダイレクトワイヤード接続として図１中に示されている、物理通信イ
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ンターフェースまたはレイヤを通して、（例えば、ＲＡＮ１２０、アクセスポイント１２
５、等のような）アクセスネットワークと通信するように構成されている。エアインター
フェース１０４および１０６は、所定のセルラ通信プロトコル（例えば、ＣＤＭＡ、ＥＶ
ＤＯ、ｅＨＲＰＤ、ＧＳＭ、ＥＤＧＥ、Ｗ−ＣＤＭＡ（登録商標）、ＬＴＥ、等）に適合
できる一方で、エアインターフェース１０８は、ワイヤレスＩＰプロトコル（例えば、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１）に適合できる。ＲＡＮ１２０は、エアインターフェース１０４、１
０６のようなエアインターフェースを通してＵＥにサービスする複数のアクセスポイント
を含んでいる。ＲＡＮ１２０におけるアクセスポイントは、アクセスノードまたはＡＮ、
アクセスポイントまたはＡＰ、基地局またはＢＳ、ノードＢ、ｅノードＢ、等として呼ば
れることがある。これらのアクセスポイントは、地上アクセスポイント（または地上局）
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、あるいは衛星アクセスポイントであることがある。ＲＡＮ１２０は、コアネットワーク
１４０に接続するように構成されている。コアネットワーク１４０は、ＲＡＮ１２０によ
って担当されるＵＥと、ＲＡＮ１２０または異なるＲＡＮによって全体として担当される
他のＵＥとの間の回線切替（ＣＳ）通話をブリッジすることを含む、さまざまな機能を実
行でき、インターネット１７５のような外部ネットワークとのパケット交換（ＰＳ）デー
タの交換を取り次ぐこともできる。インターネット１７５は、（便宜上図１中に示してい
ない）多数のルーティングエージェントおよび処理エージェントを含んでいる。図１にお
いて、インターネット１７５に直接接続されているとして（すなわち、ＷｉＦｉまたは８
０２．１１ベースのネットワークのイーサネット（登録商標）接続を通してのような、コ
アネットワーク１４０からは離れて）、ＵＥ

Ｎが示されている。これにより、インター

ネット１７５は、コアネットワーク１４０を介して、ＵＥ
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ＮとＵＥ１．．．Ｎとの間の

パケット交換データ通信をブリッジするように機能することができる。ＲＡＮ１２０から
分離されているアクセスポイント１２５も図１中に示されている。アクセスポイント１２
５は、（例えば、ＦｉＯＳ、ケーブルモデム、等のような光学通信システムを介して）コ
アネットワーク１４０とは無関係に、インターネット１７５に接続されてもよい。エアイ
ンターフェース１０８は、例において、ＩＥＥＥ８０２．１１のような、ローカルワイヤ
レス接続を通してＵＥ４またはＵＥ５を担当してもよい。ＵＥ

Ｎは、モデムまたはルー

タへのダイレクト接続のような、インターネット１７５へのワイヤード接続を有するデス
クトップコンピュータとして示されており、モデムまたはルータは、例において、（例え
ば、ワイヤードおよびワイヤレス接続性の両方を有するＷｉＦｉルータに対する、）アク
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セスポイント１２５自体に対応できる。
【００１２】
［００２２］
図１を参照すると、インターネット１７５、コアネットワーク１４０、またはその両方
に接続されているとして、サーバ１７０が示されている。サーバ１７０は、複数の構造的
に別のサーバとして実現することができ、または、代替的に単一のサーバに対応してもよ
い。以下でより詳細にこれから説明するように、サーバ１７０は、コアネットワーク１４
０および／またはインターネット１７５を介してサーバ１７０に接続できるＵＥに対して
１つ以上の通信サービス（例えば、ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ
）セッション、プッシュ・ツー・トーク（ＰＴＴ）セッション、グループ通信セッション
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、ソーシャルネットワーキングサービス、等）をサポートするように構成されており、な
らびに／あるいは、コンテンツをＵＥに提供（例えば、ウェブページダウンロード）する
ように構成されている。
【００１３】
［００２３］
図２は、本発明の実施形態にしたがった、ＵＥ（すなわち、クライアントデバイス）の
例を図示している。図２を参照すると、ＵＥ２００Ａが通話電話機として図示され、ＵＥ
２００Ｂがタッチスクリーンデバイス（例えば、スマートフォン、タブレットコンピュー
タ、等）として図示されている。図２中に示すように、ＵＥ２００Ａの外部ケーシングは
、技術的に知られているように、数あるコンポーネントのなかで、アンテナ２０５Ａ、デ
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ィスプレイ２１０Ａ、少なくとも１つのボタン２１５Ａ（例えば、ＰＴＴボタン、電源ボ
タン、ボリューム制御ボタン、等）およびキーパット２２０Ａにより構成されている。ま
た、ＵＥ２００Ｂの外部ケーシングは、技術的に知られているように、数あるコンポーネ
ントのなかで、タッチスクリーンディスプレイ２０５Ｂ、周辺ボタン２１０Ｂ、２１５Ｂ
、２２０Ｂおよび２２５Ｂ（例えば、電源制御ボタン、ボリュームまたは振動制御ボタン
、機内モードトグルボタン、等）、少なくとも１つのフロントパネルボタン２３０Ｂ（例
えば、ホームボタン、等）により構成されている。ＵＥ２００Ｂの一部として明示的に示
されていないが、ＵＥ２００Ｂは、ＵＥ２００Ｂの外部ケーシングに組み込まれた１つ以
上の外部アンテナおよび／または１つ以上の統合アンテナを含むことができ、ＷｉＦｉア
ンテナ、セルラアンテナ、衛星位置システム（ＳＰＳ）アンテナ（例えば、グローバルポ
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ジショニングシステム（ＧＰＳ）アンテナ）、等を含むがこれらに限定されない。
【００１４】
［００２４］
ＵＥ２００ＡおよびＵＥ２００ＢのようなＵＥの内部コンポーネントは、異なるハード
ウェアコンフィギュレーションにより具現化することができ、内部ハードウェアコンポー
ネントに対する基本的な高レベルＵＥコンフィギュレーションは、図２中にプラットフォ
ーム２０２として示されている。プラットフォーム２０２は、最終的にコアネットワーク
１４０、インターネット１７５、ならびに／あるいは、他の遠隔サーバおよびネットワー
ク（例えば、アプリケーションサーバ１７０、ウェブＵＲＬ、等）から来るかもしれない
、ＲＡＮ１２０から送信されるソフトウェアアプリケーション、データおよび／またはコ
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マンドを受信して、実行できる。プラットフォーム２０２は、ＲＡＮ対話なしでローカル
に記憶されているアプリケーションを独立して実行することもできる。プラットフォーム
２０２は、トランシーバ２０６を含み、トランシーバ２０６は、特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）２０８、または他のプロセッサ、マイクロプロセッサ、論理回路、または他の
データ処理デバイスに動作可能に結合されている。ＡＳＩＣ２０８または他のプロセッサ
は、ワイヤレスデバイスのメモリ２１２中の任意の常駐プログラムとインターフェースす
る、アプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）２１０レイヤを実行す
る。メモリ２１２は、リードオンリーメモリまたはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭおよ
びＲＯＭ）、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、フラッシュカード、あるいは、コンピュータプ
ラットフォームに共通の任意のメモリから構成することができる。プラットフォーム２０
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２は、メモリ２１２中でアクティブに使用されていないアプリケーションとともに他のデ
ータを記憶できる、ローカルデータベース２１４も含むことができる。ローカルデータベ
ース２１４は、典型的にフラッシュメモリセルであるが、技術的に知られているように、
磁気媒体、ＥＥＰＲＯＭ、光学媒体、テープ、ソフトまたはハードディスク、あるいはこ
れらに類するもののような、任意の２次記憶デバイスとすることができる。
【００１５】
［００２５］
したがって、本発明の実施形態は、ここで説明する機能を実行する能力を含むＵＥ（例
えば、ＵＥ２００Ａ、ＵＥ２００Ｂ、等）を含むことができる。当業者によって認識され
るように、さまざまな論理エレメントは、ここで開示する機能を達成するために、ディス
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クリートエレメント、プロセッサ上で実行されるソフトウェアモジュール、または、ソフ
トウェアおよびハードウェアの任意の組み合わせにおいて具現化することができる。例え
ば、ＡＳＩＣ２０８、メモリ２１２、ＡＰＩ２１０およびローカルデータベース２１４は
、ここで開示するさまざまな機能を協同してロード、記憶、および実行するためにすべて
使用してもよく、したがって、これらの機能を実行する論理は、さまざまなエレメントを
通して分散させてもよい。代替的に、機能は、１つのディスクリートコンポーネントに組
み込んでもよい。したがって、図２中のＵＥ２００ＡおよびＵＥ２００Ｂの特徴は、単な
る例示であると考えるべきであり、本発明は、図示した特徴またはアレンジメントに限定
されない。
【００１６】
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［００２６］
ＵＥ２００Ａおよび／またはＵＥ２００ＢとＲＡＮ１０２との間のワイヤレス通信は、
ＣＤＭＡ、Ｗ−ＣＤＭＡ、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ
）、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）、ＧＳＭ、あるいは、ワイヤレス通信ネットワーク
またはデータ通信ネットワークにおいて使用される他のプロトコルのような、異なる技術
に基づくことができる。上記で議論し、技術的に知られているように、音声送信および／
またはデータは、さまざまなネットワークおよびコンフィギュレーションを使用して、Ｒ
ＡＮからＵＥに送信することができる。したがって、ここで提供する実例は、本発明の実
施形態を限定することを意図したものではなく、単に、本発明の実施形態の態様の説明に
おいて支援するものである。
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【００１７】
［００２７］
図３は、機能性を実行するように構成されている論理を含む、通信デバイス３００を図
示している。通信デバイス３００は、上記で着目した通信デバイスのいずれかに対応する
ことができ、ＵＥ２００ＡまたはＵＥ２００Ｂ、ＲＡＮ１２０の任意のコンポーネント、
コアネットワーク１４０の任意のコンポーネント、コアネットワーク１４０および／また
はインターネット１７５（例えば、サーバ１７０）に結合された任意のコンポーネント、
等を含むがこれらに限定されない。したがって、通信デバイス３００は、図１のワイヤレ
ス通信システム１００を通して１つ以上の他のエンティティと通信するように（または通
信を促進するように）構成されている任意の電子デバイスに対応できる。
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【００１８】
［００２８］
図３を参照すると、通信デバイス３００は、情報を受信および／または送信するように
構成されている論理３０５を含んでいる。例において、通信デバイス３００がワイヤレス
通信デバイス（例えば、ＵＥ２００Ａまたは２００Ｂ、ＡＰ１２５、ＢＳ、ＲＡＮ１２０
におけるノードＢまたはｅノードＢ、等）に対応している場合、情報を受信および／また
は送信するように構成されている論理３０５は、ワイヤレストランシーバおよび関係付け
られているハードウェア（例えば、ＲＦアンテナ、ＭＯＤＥＭ、変調器および／または復
調器、等）のような、ワイヤレス通信インターフェース（例えば、ブルートゥース（登録
商標）、ＷｉＦｉ、２Ｇ、ＣＤＭＡ、Ｗ−ＣＤＭＡ、３Ｇ、４Ｇ、ＬＴＥ、等）を含むこ
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とができる。別の例において、情報を受信および／または送信するように構成されている
論理３０５は、ワイヤード通信インターフェース（例えば、シリアル接続、ＵＳＢまたは
ファイヤワイヤ接続、インターネット１７５にアクセスできるイーサネット（登録商標）
接続、等）に対応することができる。したがって、通信デバイス３００がネットワークベ
ースのサーバ（例えば、サーバ１７０、等）のいくつかのタイプに対応する場合、情報を
受信および／または送信するように構成されている論理３０５は、例において、ネットワ
ークベースのサーバをイーサネットプロトコルを介して他の通信エンティティに接続する
、イーサネットカードに対応することができる。さらなる例において、情報を受信および
／または送信するように構成されている論理３０５は、通信デバイス３００がそのローカ
ル環境を監視できる、感覚または測定ハードウェア（例えば、加速度計、温度センサ、光
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センサ、ローカルＲＦ信号を監視するためのアンテナ、等）を含むことができる。情報を
受信および／または送信するように構成されている論理３０５はまた、実行されるとき、
情報を受信および／または送信するように構成されている論理３０５の関係付けられてい
るハードウェアがその受信機能および／または送信機能を実行できるようにする、ソフト
ウェアを含むことができる。しかしながら、情報を受信および／または送信するように構
成されている論理３０５は、ソフトウェアだけに対応するのではなく、情報を受信および
／または送信するように構成されている論理３０５は、ハードウェアに少なくとも部分的
に依存して、その機能性を達成する。
【００１９】
［００２９］

10

図３を参照すると、通信デバイス３００は、情報を処理するように構成されている論理
３１０をさらに含んでいる。例において、情報を処理するように構成されている論理３１
０は、少なくともプロセッサを含んでいる。情報を処理するように構成されている論理３
１０によって実行することができる処理のタイプの例示的なインプリメンテーションは、
決定を実行すること、接続を確立すること、異なる情報オプション間で選択すること、デ
ータに関連する評価を実行すること、通信デバイス３００に結合されているセンサと対話
して測定動作を実行すること、１つのフォーマットから別のフォーマットへ（例えば、．
ｗｍｖ

から．ａｖｉ、等のような異なるプロトコル間）情報を変換すること、等を含む

が、これらに限定されない。例えば、情報を処理するように構成されている論理３１０中
に含まれているプロセッサは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、Ａ

20

ＳＩＣ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブル
論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウ
ェアコンポーネント、あるいはここで説明する機能を実行するように設計されたこれらの
任意の組み合わせに対応することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであっ
てもよいが、代替実施形態では、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、制御装置、マ
イクロ制御装置、または、状態機械であってもよい。プロセッサはまた、例えば、ＤＳＰ
とマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアとともに
１つ以上のマイクロプロセッサ、または、他の何らかのこのようなコンフィギュレーショ
ン、であるコンピューティングデバイスの組み合わせとして実現してもよい。情報を処理
するように構成されている論理３１０はまた、実行されるとき、情報を処理するように構
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成されている論理３１０の関係付けられているハードウェアがその処理機能を実行できる
ようにする、ソフトウェアを含むことができる。しかしながら、情報を処理するように構
成されている論理３１０は、ソフトウェアだけに対応するのではなく、情報を処理するよ
うに構成されている論理３１０は、ハードウェアに少なくとも部分的に依存して、その機
能性を達成する。
【００２０】
［００３０］
図３を参照すると、通信デバイス３００は、情報を記憶させるように構成されている論
理３１５をさらに含んでいる。例において、情報を記憶させるように構成されている論理
３１５は、少なくとも非一時的メモリおよび関係付けられているハードウェア（例えば、

40

メモリ制御装置、等）を含むことができる。例えば、情報を記憶させるように構成されて
いる論理３１５中に含まれる非一時的メモリは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯ
Ｍメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムー
バルディスク、ＣＤ−ＲＯＭ、または技術的に知られている他の何らかの形態の記憶媒体
に対応することができる。情報を記憶させるように構成されている論理３１５はまた、実
行されるとき、情報を記憶させるように構成されている論理３１５の関係付けられている
ハードウェアがその記憶機能を実行できるようにする、ソフトウェアを含むことができる
。しかしながら、情報を記憶させるように構成されている論理３１５は、ソフトウェアだ
けに対応するのではなく、情報を記憶させるように構成されている論理３１５は、少なく
とも部分的にハードウェアに依存して、その機能性を達成する。

50

(15)

JP 2016‑517208 A 2016.6.9

【００２１】
［００３１］
図３を参照すると、通信デバイス３００は、さらにオプション的に、情報を提示するよ
うに構成されている論理３２０を含んでいる。例において、情報を提示するように構成さ
れている論理３２０は、少なくとも出力デバイスおよび関係付けられているハードウェア
を含むことができる。例えば、出力デバイスは、ビデオ出力デバイス（例えば、ディスプ
レイスクリーンや、ＵＳＢ、ＨＤＭＩ（登録商標）等のようなビデオ情報を伝えることが
できるポート）、オーディオ出力デバイス（例えば、スピーカや、マイクロフォンジャッ
ク、ＵＳＢ、ＨＤＭＩ、等のようなオーディオ情報を伝えることができるポート）、振動
デバイス、ならびに／あるいは、通信デバイス３００のユーザまたはオペレータによって

10

、出力のために情報をフォーマットできるまたは実際に情報を出力できる、他の何らかの
デバイスを含むことができる。例えば、通信デバイス３００は、図２中で示すような、Ｕ
Ｅ２００ＡまたはＵＥ２００Ｂに対応し、情報を提示するように構成されている論理３２
０は、ＵＥ２００Ａのディスプレイ２１０ＡまたはＵＥ２００Ｂのタッチスクリーンディ
スプレイ２０５Ｂを含むことができる。さらなる例において、情報を提示するように構成
されている論理３２０は、ローカルユーザを有さないネットワーク通信デバイス（例えば
、ネットワークスイッチまたはルータ、サーバ１７０のような遠隔サーバ、等）のような
、ある通信デバイスに対して省略することができる。情報を提示するように構成されてい
る論理３２０はまた、実行されるとき、情報を提示するように構成されている論理３２０
の関係付けられているハードウェアがその表示機能を実行できるようにする、ソフトウェ

20

アを含むことができる。しかしながら、情報を提示するように構成されている論理３２０
は、ソフトウェアだけに対応するのではなく、情報を提示するように構成されている論理
３２０は、少なくとも部分的にハードウェアに依存して、その機能性を達成する。
【００２２】
［００３２］
図３を参照すると、通信デバイス３００は、さらにオプション的に、ローカルユーザ入
力を受け取るように構成されている論理３２５を含んでいる。例において、ローカルユー
ザ入力を受け取るように構成されている論理３２５は、少なくともユーザ入力デバイスお
よび関係付けられているハードウェアを含むことができる。例えば、ユーザ入力デバイス
は、ボタン、タッチスクリーンディスプレイ、キーボード、カメラ、オーディオ入力デバ
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イス（例えば、マイクロフォン、または、マイクロフォンジャック等のようなオーディオ
情報を伝えることができるポート）、ならびに／あるいは、通信デバイス３００のユーザ
またはオペレータから情報を受け取ることができる他の何らかのデバイスを含むことがで
きる。例えば、通信デバイス３００は、図２中で示すような、ＵＥ２００ＡまたはＵＥ２
００Ｂに対応する場合、ローカルユーザ入力を受け取るように構成されている論理３２５
は、キーパッド２２０Ａ、ボタン２１５Ａまたは２１０Ｂから２２５Ｂのいずれか、タッ
チスクリーンディスプレイ２０５Ｂ、等を含むことができる。さらなる例において、ロー
カルユーザ入力を受け取るように構成されている論理３２５は、ローカルユーザを有さな
いネットワーク通信デバイス（例えば、ネットワークスイッチまたはルータ、サーバ１７
０のような遠隔サーバ、等）のような、ある通信デバイスに対して省略することができる

40

。ローカルユーザ入力を受け取るように構成されている論理３２５はまた、実行されると
き、ローカルユーザ入力を受け取るように構成されている論理３２５の関係付けられてい
るハードウェアが、その入力受取機能を実行できるようにするソフトウェアを含むことが
できる。しかしながら、ローカルユーザ入力を受け取るように構成されている論理３２５
は、ソフトウェアだけに対応するのではなく、ローカルユーザ入力を受け取るように構成
されている論理３２５は、少なくとも部分的にハードウェアに依存して、その機能性を達
成する。
【００２３】
［００３３］
図３を参照すると、構成されている論理３０５から３２５は、図３において別々のまた
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は別個のブロックとして示されているが、それぞれ構成されている論理がその機能性を実
行するハードウェアおよび／またはソフトウェアは、部分的にオーバーラップできると認
識されるだろう。情報を記憶させるように構成されている論理３１５によって記憶されて
いるソフトウェアの動作に部分的に基づいて、構成されている論理３０５から３２５のそ
れぞれがそれらの機能性（すなわち、このケースにおいて、ソフトウェア実行）を実行で
きるように、例えば、構成されている論理３０５から３２５の機能性を促進するために使
用される任意のソフトウェアは、情報を記憶させるように構成されている論理３１５に関
係付けられた非一時的メモリに記憶することができる。同様に、構成されている論理のう
ちの１つに直接関係付けられているハードウェアは、時々、他の構成されている論理によ
って借りるまたは使用することができる。例えば、情報を処理するように構成されている

10

論理３１０に関係付けられているハードウェア（すなわち、プロセッサ）の動作に部分的
に基づいて、情報を受信および／または送信するように構成されている論理３０５がその
機能性（すなわち、このケースにおいて、データの送信）を実行することができるように
、情報を処理するように構成されている論理３１０のプロセッサは、情報を受信および／
または送信するように構成されている論理３０５によって送信される前に、適切なフォ―
マットにデータをフォーマットすることができる。
【００２４】
［００３４］
一般的に、そうではないと明示的に述べられない限り、本開示全体を通して使用される
フレーズ「するように構成されている論理」は、少なくとも部分的にハードウェアにより

20

実現される実施形態を実行することを意図したものであり、ハードウェアから独立したソ
フトウェアのみの実現をマッピングすることを意図したものではない。また、さまざまな
ブロックにおける、構成されている論理または「するように構成されている論理」は、特
定の論理ゲートまたはエレメントに限定されるものではなく、（ハードウェア、または、
ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせ、のいずれかを介して）ここに説明する機能
性を実行するための能力を一般に指していることが認識されるだろう。したがって、さま
ざまなブロックにおいて図示されている、構成されている論理または「するように構成さ
れている論理」は、言葉「論理」を共有しているにもかかわらず、必ずしも論理ゲートま
たは論理エレメントとして実現されるわけではない。さまざまなブロックにおける論理間
の他の対話または協調は、以下でより詳細に説明する実施形態のレビューから、当業者に

30

明らかになるだろう。
【００２５】
［００３５］
現在、セルラプロバイダのデータネットワークを介してＶｏＩＰプロバイダ（例えば、
ｉＯＳ上のフェイスタイム、アンドロイド上のグーグルボイス、ウインドウズフォン上の
スカイプ、等）を使用することをユーザが選ぶとき、または、ＶｏＩＰサービスをサポー
トする他のＩＰネットワーク（例えば、ＷｉＦｉホットスポット、等）を通してＶｏＩＰ
プロバイダを使用することによって、セルラネットワークを完全にバイパスすることをユ
ーザが選ぶとき、上述のワイヤレス通信システムのいずれかを介してサービスを提供する
セルラキャリア（例えば、スプリント、ベライゾン、ＡＴ＆Ｔ、等）は、通信経験の制御

40

を失う。同様に、オープンマーケットハンドセット（ＯＭＨ）（すなわち、適切なＳＩＭ
カードを挿入することによって、キャリアの制約なく、任意の互換性のあるキャリアネッ
トワーク上でユーザが使用できる、アンロックされたデバイスとして販売されるＵＥ）の
オリジナル機器製造者（ＯＥＭ）は、それらのデバイス上でＶｏＩＰプロバイダが使用さ
れることに対してほとんど制御を有さない。さらに、ＶｏＩＰプロバイダ自身は、典型的
に、ＶｏＩＰプロバイダの加入者がそのＶｏＩＰサービスへのアクセスを取得する、個々
のＶｏＩＰアクセスネットワークに対してほとんど制御を有さない。
【００２６】
［００３６］
図４は、セルラキャリアネットワークおよび複数のＶｏＩＰプロバイダ（例えば、グー
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グルボイス、フェイスタイム、スカイプ、等）に加入する所定のユーザ機器（ＵＥ）に関
して生じる従来の通話動作を図示している。図４を参照すると、所定のＵＥは、セルラキ
ャリアネットワーク（例えば、スプリント、ベライゾン、ＡＴ＆Ｔ、等）を通して回線交
換（ＣＳ）通話に携わっており４００、セルラキャリアネットワークは、ＣＳ通話に対し
て、所定のＵＥのセルラキャリア加入に関係付けられた通話レートに基づいて、所定のＵ
Ｅに請求する４０５。いく分か後の時点で、所定のＵＥは、ＶｏＩＰアクセスネットワー
ク１とも呼ばれるセルラキャリアネットワークを通してのＶｏＩＰプロバイダ２（例えば
、スカイプ、グーグルボイス、フェイスタイム、等）を介したＶｏＩＰ通話に携わり４１
０、セルラキャリアネットワークは、ＶｏＩＰ通話に対して、所定のＵＥのセルラキャリ
ア加入に関係付けられたデータレートに基づいて、所定のＵＥに請求し４１５、ＶｏＩＰ

10

プロバイダ２は、ＶｏＩＰ通話に対して、所定のＵＥのＶｏＩＰプロバイダ２へのＶｏＩ
Ｐ加入に関係付けられた通話レートに基づいて、所定のＵＥに請求する４２０。いく分か
後の時点で、所定のＵＥは、ＶｏＩＰアクセスネットワーク２．．．Ｎ（例えば、ＷｉＦ
ｉアクセスポイント、第三者音声サービス、異なるセルラキャリア、等）のうちの１つを
通したＶｏＩＰプロバイダ１（例えば、スカイプ、グーグルボイス、フェイスタイム、等
）を介しての別のＶｏＩＰ通話に携わり４２５、ＶｏＩＰプロバイダ１は、ＶｏＩＰ通話
に対して、所定のＵＥのＶｏＩＰプロバイダ１へのＶｏＩＰ加入に関係付けられた通話レ
ートに基づいて、所定のＵＥに請求する４３０。
【００２７】
［００３７］

20

認識されるように、図４中のセルラキャリア、ＶｏＩＰプロバイダ１およびＶｏＩＰプ
ロバイダ２、所定のＵＥを製造したＯＥＭ（例えば、サムスン、モトローラ、ノキア、等
）のいずれも、特定のＶｏＩＰアクセスネットワークに接続されるときに、特定のＶｏＩ
Ｐプロバイダを使用するように所定のＵＥに命令する立場に必ずしもない。したがって、
本発明の実施形態は、ＯＥＭおよび／またはセルラキャリアと、１つ以上のＶｏＩＰアク
セスネットワーク内で優先（またはデフォルト）ＶｏＩＰプロバイダを確立するこれらの
ＶｏＩＰアクセスネットワークとの間の交渉（またはオークション）に向けられている。
交渉（またはオークション）手順の一部として、優先の設定（例えば、サービス品質（Ｑ
ｏＳ）のような性能レベルおよび／または値付けのような契約条件）を、優先またはデフ
ォルトＶｏＩＰプロバイダに割り振ることができる。優先の設定は、交渉に参加した、Ｏ
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ＥＭおよび／またはセルラキャリアに関係付けられたＵＥの加入者（または購入者）に対
して利用可能にすることができる。上記の交渉手順の例は、図５に関して以下で提供する
。
【００２８】
［００３８］
図５を参照すると、１組のＶｏＩＰ入札者はそれぞれ、１つ以上のデータアクセスプロ
バイダ（ＤＡＰ）との、制御および／または契約上の取り決めを交渉する５００。ＤＡＰ
は、データネットワークアクセスを提供する任意のエンティティを含み、任意のエンティ
ティは、セルラキャリア（例えば、ベライゾン、スプリント、等）、ＷｉＦｉアクセスポ
イント（例えば、ボインゴおよび多くの小企業および公共図書館によって提供されるＷｉ
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Ｆｉアクセスネットワークのような、任意の公的または私的のＷｉＦｉアクセスネットワ
ーク）、または他の何らかのデータアクセスポイント（例えば、多くのホテルまたは他の
企業とともにローカルケーブル会社で利用可能なワイヤードネットワーク）を含んでいる
。ＶｏＩＰアクセスネットワーク（またはＤＡＰ）は、ある程度のＶｏＩＰサービスへの
アクセスをＵＥに提供できる任意のネットワークに対応すると理解して、ＤＡＰは代替的
に「ＶｏＩＰアクセスネットワーク」と呼ばれることがある。
【００２９】
［００３９］
ＶｏＩＰ入札者は、ＶｏＩＰ入札者の自身のＶｏＩＰサービス、または、別のＶｏＩＰ
プロバイダによって提供されるＶｏＩＰサービスであり得る、優先ＶｏＩＰサービスを選
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択するユーザまたは１組のユーザに対して優先の待遇を提示しようとする任意の当事者ま
たはエンティティを含むことができる。このようなことから、ＶｏＩＰ入札者は、ＯＭＨ
ＯＥＭ（例えば、サムスン、モトローラ、等）、任意の関心のあるＤＡＰまたはＶｏＩ
Ｐプロバイダとともに、特定のＶｏＩＰサービスを促進することに関心のある他の何らか
の当事者を含んでいてもよい。例えば、図５の５００を参照すると、第１のＶｏＩＰ入札
者は、複数のＷｉＦｉホットスポットを配備したＤＡＰ（またはＶｏＩＰアクセスネット
ワーク）であってもよい。別の例において、第２のＶｏＩＰ入札者は、ＷｉＦｉホットス
ポットの独立したオペレータ（例えば、ローカルケーブル会社または公共図書館、等）と
共有使用の取り決めを結ぼうとするＶｏＩＰプロバイダ等であってもよい。別の例におい
て、第３のＶｏＩＰ入札者は、別の市場またはテリトリ（例えば、公共図書館によって運

10

営されるホットスポット）における、別のＤＡＰと取り決めを結ぶことにより、そのサー
ビスを売ろうとするＤＡＰ（例えば、ボインゴ）であってもよい。各ＶｏＩＰ入札者のそ
れぞれは、異なる、オーバーラップしない組のＤＡＰ（またはＶｏＩＰアクセスネットワ
ーク）との、各ＶｏＩＰ入札者の制御および／または契約上の取り決めをセットアップす
ることができる。代替的に、２人以上のＶｏＩＰ入札者に対する１組のＤＡＰは、（少な
くとも部分的に）オーバーラップしてもよく、結果として、特定のＤＡＰに対して、１つ
より多いＶｏＩＰプロバイダが優先されることがある。このケースにおいて、異なるＶｏ
ＩＰ入札者との関連に基づく異なる優先ＶｏＩＰプロバイダ設定を、または、２人以上の
ＶｏＩＰ入札者との関連を有するＵＥに対する特定のＤＡＰにおける、異なる層の優先設
定を、異なるＵＥに提供してもよい（例えば、スプリントが、グーグルボイスに対して優

20

先のＶｏＩＰパラメータをセットアップし、スカイプが、同じＤＡＰ上でスカイプ自身に
対して優先のＶｏＩＰパラメータを設定する場合、スカイプにも加入するスプリント加入
者ＵＥは、優先のＶｏＩＰパラメータの両方の組から利益を受けてもよい）。
【００３０】
［００４０］
５００において、１組のＶｏＩＰアクセスネットワーク（またはＤＡＰ）との、制御お
よび／または契約上の取り決めを確立した後、ＶｏＩＰ入札者のそれぞれは、特定の組の
ＶｏＩＰプロバイダに対する、それぞれのＶｏＩＰ入札者に関係付けられたＵＥ用の優先
の性能および／または契約条件を交渉する５０５。例えば、第１のＶｏＩＰ入札者（例え
ば、ＯＥＭ、セルラキャリアまたはＶｏＩＰプロバイダ）は、５００からの第１の組のＷ

30

ｉＦｉホットスポットを制御していてもよく、しきい値レベルのＱｏＳで半額のスカイプ
ＶｏＩＰサービスを提示してもよく、第２のＶｏＩＰ入札者は、第２の組のＷｉＦｉホッ
トスポットに対する契約上の取り決めを取得して、その加入者または購入者にサービスを
提供してもよく、それにより、第２の組のＷｉＦｉホットスポットは、ＱｏＳなし等の無
料のグーグルボイスＶｏＩＰサービスを提示する。
【００３１】
［００４１］
引き続き図５中の５０５を参照すると、別の例において、特定のＶｏＩＰプロバイダと
ＶｏＩＰ入札者との間のパートナーシップが、ＶｏＩＰ

ＩＤと電話番号のある程度の統

合を含む場合（例えば、グーグルボイスとのスプリント、スカイプとのベライゾン、等）
、優先の性能および／または契約条件は、「通常の」電話番号（例えば、ＶｏＩＰ

40

ＩＤ

の代わりに、セルラ電話番号または固定電話番号）を使用して、低減された価格でまたは
それどころか無料でＶｏＩＰ通話を許容することができる。さらなる例において、所定の
ＶｏＩＰ入札者は、特定の地理的領域を担当するＶｏＩＰアクセスネットワーク（または
ＤＡＰ）内で優先の性能および／または契約条件を確立することを望むかもしれない。例
えば、ＡＴ＆Ｔは、データプラン残高を減らさない、非ローミング加入者のＶｏＩＰ通話
を許可することを決めてもよい。このケースにおいて、ネットワークにおいて動作してい
るとき、加入者のデータプランが空にならないように、ＡＴ＆Ｔは、加入者がＶｏＩＰ通
話に対して特定のＶｏＩＰプロバイダを使用するように促進することができる。
【００３２】
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［００４２］
図５を参照すると、特定のＶｏＩＰアクセスネットワーク（またはＤＡＰ）に対する交
渉に成功した組の優先の性能および／または契約条件は、「優先ＶｏＩＰ機会」と呼ばれ
てもよく、それにより、優先ＶｏＩＰ機会は、１組の優先の性能および／または契約条件
が交渉されたＶｏＩＰアクセスネットワーク（またはＤＡＰと）、交渉された組の優先の
性能および／または契約条件を提示する関係付けられたＶｏＩＰサービスと、交渉された
組の優先の性能および／または契約条件自体（その特定のＶｏＩＰアクセスネットワーク
またはＤＡＰ上で、関係付けられたＶｏＩＰサービスを使用するために利用可能な条件と
呼ばれることがある）と示す。
10

【００３３】
［００４３］
５１０において、成功したＶｏＩＰ入札者は、その交渉された優先の性能および／また
は契約条件を１つ以上のターゲットＵＥに配信し、その後、ターゲットＵＥは、交渉され
た優先の性能および／または契約条件（または、「優先ＶｏＩＰ機会」）を記憶する。例
において、ＯＭＨ

ＯＥＭに対応するＶｏＩＰ入札者に対して、交渉された優先の性能お

よび／または契約条件をＶｏＩＰ入札者が配信した１つ以上のターゲットＵＥは、ＯＭＨ
ＯＥＭによって製造されたＵＥを含む。したがって、ＯＭＨ

ＯＥＭがサムスンに対応

する場合、サムスンは、そのＵＥに対して、サムスン製造ＵＥに対する交渉された優先の
性能および／または契約条件を提供してもよい。代替の例において、ＶｏＩＰプロバイダ
（例えば、スカイプ、グーグルボイス、等）に対応するＶｏＩＰ入札者に対して、交渉さ

20

れた優先の性能および／または契約条件は、ＶｏＩＰプロバイダのクライアントソフトウ
ェアがダウンロードされるとき、１つ以上のターゲットＵＥに配信することができる。し
たがって、スカイプの例において、交渉された優先の性能および／または契約条件は、１
つ以上のターゲットＵＥ上にダウンロード（または事前インストール）されるスカイプク
ライアントアプリケーションとともにパッケージングすることができる。別の例において
、セルラキャリアネットワーク（例えば、スプリント、ベライゾン、等）に対応するＶｏ
ＩＰ入札者に対して、交渉された優先の性能および／または契約条件は、それぞれのセル
ラキャリアネットワークを通して、１つ以上のターゲットＵＥに配信することができる。
【００３４】
［００４４］

30

図６は、本発明の実施形態にしたがった、所定のＵＥによってＶｏＩＰセッションに携
わるプロセスを図示している。特に、図５のプロセスを実行し、所定のＵＥに関係付けら
れている少なくとも１つのＶｏＩＰ入札者（例えば、所定のＵＥが加入している、ＶｏＩ
Ｐアクセスネットワーク、ＤＡＰまたはＶｏＩＰプロバイダ、所定のＵＥを製造したＯＭ
Ｈ

ＯＥＭ、等）によって交渉された優先の性能および／または契約条件（または優先Ｖ

ｏＩＰ機会）が、所定のＵＥに供給されて、記憶されていると仮定している。
【００３５】
［００４５］
図６を参照すると、所定のＵＥはＶｏＩＰアクセスネットワーク１（例えば、ＷｉＦｉ
ＡＰ、セルラデータネットワーク、等のようなＤＡＰ）に接続している６００。図６の

40

実施形態において、ＶｏＩＰプロバイダ１が、ＶｏＩＰアクセスネットワーク１に対する
（例えば、所定のＵＥに対する、特に、同じセルラキャリアに属するまたは同じＯＥＭに
よって製造されたＵＥのグループ、ＶｏＩＰプロバイダ１に加入しているＵＥのグループ
、ＶｏＩＰアクセスネットワーク１にアクセスするすべてのＵＥ、のいずれかに対する）
優先ＶｏＩＰプロバイダであると仮定している。したがって、所定のＵＥは、ＶｏＩＰア
クセスネットワーク１へのその接続を決定し、少なくとも１つのＶｏＩＰ機会（例えば、
ＶｏＩＰアクセスネットワーク１を通した特定のＶｏＩＰプロバイダに対する１組の優先
の性能および／または契約条件）に関係付けられることになるＶｏＩＰアクセスネットワ
ーク１を識別し、その後、ＶｏＩＰプロバイダ１に関係付けられた優先の性能および／ま
たは契約条件を所定のＵＥのユーザにアドバタイズする６０５。例において、６０５では
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、ＶｏＩＰプロバイダ１に関係付けられている優先の性能および／または契約条件は、図
７Ａ中に示すようにアドバタイズすることができ、図７Ａでは、以下のように仮定されて
いる。ＶｏＩＰアクセスネットワーク１はスターバックスＷｉＦｉホットスポットであり
（スターバックスは、スカイプを使用するために特定のＶｏＩＰ入札者とのＷｉＦｉ共有
構成を有しているとさらに仮定されている）、ＶｏＩＰプロバイダ１はスカイプであり、
ＶｏＩＰプロバイダ２はグーグルボイスであり、（図６中に示されていない）ＶｏＩＰプ
ロバイダ３はボネージである。図７Ａにおいて、優先ＶｏＩＰ機会は、ＶｏＩＰアクセス
ネットワークまたはＤＡＰとしてのスターバックスＷｉＦｉ、優先ＶｏＩＰ機会に対する
関係付けられたＶｏＩＰサービスとしてのスカイプ、スターバックスＷｉＦｉを通してス
カイプを利用するために利用可能な条件としてのスカイプ通話レートおよび性能条件、の

10

インジケーションに対応する。
【００３６】
［００４６］
図７Ａにおいて、優先ＶｏＩＰプロバイダ（すなわち、スカイプ）のユーザ選択が、ス
カイプクライアントアプリケーションをそれぞれのＵＥ上で起動させる一方で、非優先Ｖ
ｏＩＰプロバイダのうちのいずれかのユーザ選択が、非優先ＶｏＩＰプロバイダのそれぞ
れのクライアントアプリケーションをＵＥ上で起動させるように、アドバタイズされるＶ
ｏＩＰプロバイダを、ユーザ選択可能アイコンとして実現してもよい。図７Ａにおいて示
すように、所定のＵＥがスターバックスＷｉＦｉに接続されている限り、グーグルボイス
またはボネージ（例えば、それぞれ毎分７セントおよび毎分１０セント）とは対照的に、

20

スカイプは優先の契約条件または通話レート（例えば、毎分２セント）が割り振られ、グ
ーグルボイス（例えば、４００ｋｐｂｓの保証ビットレート（ＧＢＲ）ＱｏＳ）またはボ
ネージ（例えば、ＱｏＳでない）と比較して、スカイプは優先の性能（例えば、８００ｋ
ｐｂｓのＧＢＲ

ＱｏＳ）も割り振られる。したがって、所定のＵＥのユーザは、ＶｏＩ

Ｐアクセスネットワーク１に接続している間、必ずしも強いられないが、ＶｏＩＰプロバ
イダ１を使用する動機が与えられる。
【００３７】
［００４７］
図７Ａ中には示されていないが、所定のＵＥのユーザには、なぜ所定のＵＥはスカイプ
を介しての優先の性能レベルおよび値付けに対する資格が与えられているかに関してオプ

30

ション的に通知されることもある。言い換えると、信用を築き、顧客感情を向上するよう
に、スカイプを介しての優先の性能レベルおよび値付けを提供することにより、ＶｏＩＰ
入札者（このケースにおいて、サムスン）は、エンドユーザにＶｏＩＰ入札者を信用して
もらいたいのである。したがって、サムスンが、ＶｏＩＰアクセスネットワーク１におけ
る優先のスカイプ条件をそのハンドセットに許可するためにＶｏＩＰアクセスネットワー
ク１に支払いをしたＶｏＩＰ入札者であった場合、所定のＵＥのユーザには、この事実（
例えば、「サムスンによってスカイプセービングがあなたにもたらされた」、等）が通知
されてもよい。
【００３８】
［００４８］

40

図６を参照すると、（例えば、所定のＵＥのユーザが、その現在のＶｏＩＰ通話環境を
認識して、ＶｏＩＰ通話を開始することを促進するまたは思いとどまらせることができる
ように）所定のＵＥが、ＶｏＩＰアクセスネットワーク１へのその接続を確立することに
関連して、６０５のアドバタイズすることが生じ得る。（例えば、通話セットアップにお
いて、ユーザがよりスマートな決定をして、ＶｏＩＰ通話性能を向上するおよび／または
ＶｏＩＰ通話課金を低減できるように）６２０において、所定のＵＥのユーザがＶｏＩＰ
通話のセットアップを試行することに応答して、アドバタイズすることがトリガされるよ
うに、６０５のアドバタイズすることが、通話セットアップシナリオに応答することに関
連して、代替的に（または累積して）生じ得る。
【００３９】
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［００４９］
６１０において、ＶｏＩＰアクセスネットワーク１を通してのＶｏＩＰプロバイダ１を
介して、所定のＵＥがＶｏＩＰ通話に携わり、ＶｏＩＰプロバイダ１が、所定のＵＥに対
する、優先の性能および／または契約条件に基づいて、ＶｏＩＰサービスを所定のＵＥに
提供し、所定のＵＥに請求する６１５と仮定する。例えば、図７Ａの例にしたがって６１
５が実行される場合、スカイプサーバは、毎分２セントの通話レートに基づいて、ＶｏＩ
Ｐ通話に対して所定のＵＥに課金しつつ、ＶｏＩＰ通話の間、所定のＵＥに８００ｋｐｂ
ｓのＱｏＳ

ＧＢＲを提供してもよい。

【００４０】
10

［００５０］
図６を参照すると、６１０〜６１５からの所定のＵＥのＶｏＩＰ通話が終了した後、少
し経った時点で、所定のＵＥは、ＶｏＩＰアクセスネットワーク２（例えば、異なるＷｉ
Ｆｉ

ＡＰ、等）に接続する。図６の実施形態において、ＶｏＩＰプロバイダ２が、Ｖｏ

ＩＰアクセスネットワーク２に対する（例えば、所定のＵＥに対する、特に、同じセルラ
キャリアに属するまたは同じＯＥＭによって製造されたＵＥのグループ、ＶｏＰプロバイ
ダ２に加入しているＵＥのグループ、ＶｏＩＰアクセスネットワーク２にアクセスするす
べてのＵＥ、のいずれかに対する）優先ＶｏＩＰプロバイダであると仮定している。した
がって、所定のＵＥは、ＶｏＩＰアクセスネットワーク２へのその接続を決定し、少なく
とも１つのＶｏＩＰ機会（例えば、ＶｏＩＰアクセスネットワーク２を通した特定のＶｏ
ＩＰプロバイダに対する１組の優先の性能および／または契約条件）に関係付けられるこ
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とになるＶｏＩＰネットワーク２を識別し、その後、所定のＵＥは、ＶｏＩＰプロバイダ
２に関係付けられた優先の性能および／または契約条件を所定のＵＥのユーザにアドバタ
イズする６２５。例において、６２５では、ＶｏＩＰプロバイダ２に関係付けられている
優先の性能および／または契約条件は、図７Ｂ中に示されているようにアドバタイズする
ことができ、図７Ｂでは、以下のように仮定されている。ＶｏＩＰアクセスネットワーク
はベライゾンが運営するＷｉＦｉネットワークであり（ベライゾンはグーグルボイスに対
する優先の設定を配信するための構成を有しているとさらに仮定されている）、ＶｏＩＰ
プロバイダ１はスカイプであり、ＶｏＩＰプロバイダ２はグーグルボイスであり、（図６
中に示されていない）ＶｏＩＰプロバイダ３はボネージある。図７Ｂにおいて、優先Ｖｏ
ＩＰ機会は、ＶｏＩＰアクセスネットワークまたはＤＡＰとしてのベライゾンＷｉＦｉ、

30

優先ＶｏＩＰ機会に対する関係付けられたＶｏＩＰサービスとしてのグーグルボイス、ベ
ライゾンＷｉＦｉを通してグーグルボイスを利用するために利用可能な条件としてのグー
グルボイス通話レートおよび性能条件、のインジケーションに対応する。
【００４１】
［００５１］
図７Ｂにおいて、優先ＶｏＩＰプロバイダ（すなわち、グーグルボイス）のユーザ選択
が、グーグルボイスクライアントアプリケーションをそれぞれのＵＥ上で起動させる一方
で、非優先ＶｏＩＰプロバイダのうちのいずれかのユーザ選択が、非優先ＶｏＩＰプロバ
イダのそれぞれのクライアントアプリケーションをＵＥ上で起動させるように、アドバタ
イズされているＶｏＩＰプロバイダを、ユーザ選択可能アイコンとして実現してもよい。

40

図６において示すように、所定のＵＥが、ベライゾンが運営するＷｉＦｉネットワークに
接続されている限り、スカイプまたはボネージ（例えば、それぞれ毎分４セントおよび毎
分１０セント）とは対照的に、グーグルボイスは優先の契約条件または通話レート（例え
ば、毎分０セント、すなわち無料）が割り振られ、スカイプ（例えば、ＱｏＳでない）、
または、ボネージ（例えば、ＱｏＳでない）と比較して、グーグルボイスは優先の性能（
例えば、１２００ｋｐｂｓのＧＢＲ

ＱｏＳ）も割り振られる。したがって、所定のＵＥ

のユーザは、ＶｏＩＰアクセスネットワーク２に接続している間、必ずしも強いられない
が、ＶｏＩＰプロバイダ２を使用する動機が与えられる。
【００４２】
［００５２］
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図７Ｂ中には示されていないが、所定のＵＥのユーザには、なぜ所定のＵＥはベライゾ
ンＷｉＦｉホットスポットを介しての優先の性能レベルおよび値付けに対する資格が与え
られているかに関してオプション的に通知されることもある。言い換えると、信用を築き
、顧客感情を向上するように、グーグルボイスを介しての優先の性能レベルおよび値付け
を提供することにより、ＶｏＩＰ入札者（このケースにおいて、ベライゾン）は、エンド
ユーザにＶｏＩＰ入札者を信用してもらいたいのである。したがって、ベライゾンが、Ｖ
ｏＩＰアクセスネットワーク２における優先のグーグルボイス条件をそのハンドセットに
許可するために、ＶｏＩＰアクセスネットワーク２を実現するように支払いをしたＶｏＩ
Ｐ入札者である場合、所定のＵＥのユーザには、この事実（例えば、「ベライゾンによっ
てグーグルボイスセービングがあなたにもたらされた」、等）が通知されてもよい。

10

【００４３】
［００５３］
図６を参照すると、６０５と類似して、（例えば、所定のＵＥのユーザが、その現在の
ＶｏＩＰ通話環境を認識して、ＶｏＩＰ通話を開始することを促進するまたは思いとどま
らせることができるように）所定のＵＥがＶｏＩＰアクセスネットワーク２へその接続を
確立することに関連して、６２５のアドバタイズすることが生じ得る。（例えば、通話セ
ットアップにおいて、ユーザがよりスマートな決定をして、ＶｏＩＰ通話性能を向上する
および／またはＶｏＩＰ通話課金を低減できるように）６３０において、所定のＵＥのユ
ーザがＶｏＩＰ通話のセットアップを試行することに応答して、アドバタイズすることが
トリガされるように、６２５のアドバタイズすることが、通話セットアップシナリオに応

20

答することに関連して、代替的に（または累積して）生じ得る。
【００４４】
［００５４］
６３０において、ＶｏＩＰアクセスネットワーク２を通してのＶｏＩＰプロバイダ２を
介して、所定のＵＥがＶｏＩＰ通話に携わり、ＶｏＩＰプロバイダ２が、所定のＵＥに対
する、優先の性能および／または契約条件に基づいて、ＶｏＩＰサービスを所定のＵＥに
提供し、所定のＵＥに請求する６３５と仮定する。例えば、図７Ｂの例にしたがって６３
５が実行される場合、グーグルボイスサーバは、所定のＵＥに課金をやめつつ（例えば、
なぜなら図７Ｂ中に示されているグーグルボイスは、ベライゾンＷｉＦｉホットスポット
を通しての無料サービスとなるため）、ＶｏＩＰ通話の間、所定のＵＥに１２００ｋｐｂ
ｓのＱｏＳ

30

ＧＢＲを提供してもよい。

【００４５】
［００５５］
認識されるであろうように、特定の優先の性能および／または契約要件に関して、図６
に対する他の多数の潜在的なインプリメンテーションがあり、図７Ａ〜７Ｂは、２つの特
定の例の単なる例示である。別の例において、ＶｏＩＰアクセスネットワークは、（Ｗｉ
Ｆｉホットスポットとは対照的に）セルラキャリアネットワーク等に対応することができ
る。このケースにおいて、優先の性能および／または契約条件は、ＶｏＩＰアクセスネッ
トワークのクラス（例えば、セルラ、ＷｉＦｉ等）に部分的に基づいて、変化することが
ある。例えば、ＷｉＦｉベースのＶｏＩＰアクセスネットワークと、より高いレベルのＱ

40

ｏＳを交渉することは、セルラベースのＶｏＩＰアクセスネットワークと比較して、Ｖｏ
ＩＰ入札者にとってより安いまたはより実用的であるかもしれず、そのケースにおいて、
ＷｉＦｉベースのＶｏＩＰアクセスネットワークに対して交渉されたＱｏＳは、セルラベ
ースのＶｏＩＰアクセスネットワークに対して交渉されたＱｏＳと比較してより高いかも
しれない。また、別の例において、ＶｏＩＰ入札者は、ＶｏＩＰアクセスネットワークま
たはＯＭＨ

ＯＥＭの代わりに、ＶｏＩＰプロバイダに対応することができる。ＶｏＩＰ

プロバイダ（すなわち、スカイプ）がＶｏＩＰプロバイダであるシナリオを、図８Ｂに関
して以下に提供する。
【００４６】
［００５６］
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図８Ａは、オペレーティングシステム（ＯＳ）（すなわち、アンドロイド）によって確
立されたデフォルトＶｏＩＰプロバイダ（すなわち、グーグルボイス）がＶｏＩＰ通話に
対して使用されている従来のシナリオを図示している。図８Ａにおいて、第１のＵＥ８０
０Ａは、第１のＡＰ８０５Ａによって担当され、第２のＵＥ８１０Ａは、第２のＡＰ８１
５Ａによって担当されている。第１のＵＥ８００Ａおよび第２のＵＥ８０５Ａは、それぞ
れアンドロイドＯＳデバイスであり、アンドロイドＯＳデバイスは、任意のＶｏＩＰ通話
に対してグーグルボイスをデフォルトＶｏＩＰプロバイダとするように、グーグルによっ
て構成されている。したがって、第１のＵＥ８００Ａおよび第２のＵＥ８０５Ａは、スカ
イプサーバ８２５Ａとは対照的に、グーグルボイスサーバ８２０Ａによって取り次がれる
グーグルボイスＶｏＩＰ通話に携わるように示されている。第１のＵＥ８００Ａおよび第

10

２のＵＥ８０５Ａの両方がスカイプ加入者であったとしても、例えば、スカイプは、アン
ドロイドＯＳデバイスへのターゲット方法において、そのＶｏＩＰサービスの使用に動機
を与える方法をほとんど有さない。
【００４７】
［００５７］
図８Ｂは、図５〜図６の実行に基づく使用ケースを図示しており、ＶｏＩＰプロバイダ
（すなわち、スカイプ）は、そのＶｏＩＰサービスの使用に動機を与えるように、特定の
ＶｏＩＰアクセスネットワークと交渉して、優先の性能を提示できる。図８Ｂにおいて、
８００Ｂから８２５Ｂは、図８Ａの８００Ａから８２５Ａに対応し、簡潔さのために、さ
らには説明しない。図８Ｂにおいて、アンドロイドＯＳ
ドＯＳ

ＵＥ８００Ａおよびアンドロイ

20

ＵＥ８００Ｂは、グーグルボイスＶｏＩＰサービスの代わりに、スカイプＶｏＩ

Ｐサービスを使用するように示されており、このアクションは、特定のＶｏＩＰアクセス
ネットワーク上の優先のＶｏＩＰ性能および／または契約条件の使用を介して促進され、
優先のＶｏＩＰ性能および／または契約条件は、図５のプロセスを使用して、スカイプに
よって交渉され、図６のプロセスを使用して、実現することができる。
【００４８】
［００５８］
さまざまな異なるテクノロジーおよび技術のうちのいずれかを使用して、情報および信
号を表してもよいことを、当業者は正しく認識するだろう。上記の説明全体を通して参照
した、例えば、データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップ

30

は、電圧、電流、電磁波、磁界または磁粒、光界または光粒、あるいはこれらの任意の組
み合わせによって表してもよい。
【００４９】
［００５９］
さらに、ここに開示した実施形態に関連して説明した、さまざまな例示的な論理ブロッ
ク、モジュール、回路およびアルゴリズムステップを、電子ハードウェア、コンピュータ
ソフトウェア、または両方の組み合わせとして実現してもよいことを、当業者は認識する
だろう。ハードウェアおよびソフトウェアのこの互換性を明確に図示するために、さまざ
まな例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路およびステップを、一般的に
、これらの機能性に関して上記で説明している。このような機能性が、ハードウェアまた

40

はソフトウェアとして実現されるか否かは、全体的なシステムに課せられている特定のア
プリケーションおよび設計制約に依存する。熟練者が、それぞれの特定のアプリケーショ
ンの方法を変えて、説明した機能性を実現するかもしれないが、このようなインプリメン
テーションの決定は、本発明の範囲からの逸脱が生じるとして解釈されるべきではない。
【００５０】
［００６０］
ここで開示した実施形態に関連して記述した、さまざまな例示的な、論理ブロック、モ
ジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用
途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）また
は他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、デ
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ィスクリートハードウェアコンポーネント、または、ここで説明した機能を実行するよう
に設計されているこれらの任意の組み合わせで実現しても、あるいは、実行してもよい。
汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよいが、代替実施形態では、プロセッサ
は、任意の従来のプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、または、状態機械であって
もよい。プロセッサはまた、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数
のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連する１つ以上のマイクロプロセッサ、または、
他の何らかのこのようなコンフィギュレーションである、コンピューティングデバイスの
組み合わせとして実現してもよい。
【００５１】
［００６１］

10

ここに開示した実施形態と関連して説明した方法、シーケンス、および／またはアルゴ
リズムは、ハードウェアで、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールで、あ
るいは、２つを組み合わせたもので直接的に具現化してもよい。ソフトウェアモジュール
は、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ
メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバルディスク、ＣＤ−ＲＯＭ、または技術的
に既知である他の何らかの形態の記憶媒体中に存在してもよい。プロセッサが記憶媒体か
ら情報を読み取ったり、記憶媒体に情報を書き込んだりできるように、例示的な記憶媒体
はプロセッサに結合されている。代替において、記憶媒体は、プロセッサに統合されても
よい。プロセッサおよび記憶媒体はＡＳＩＣ中に存在してもよい。ＡＳＩＣは、ユーザ端
末（例えば、ＵＥ）中に存在してもよい。代替において、プロセッサおよび記憶媒体は、

20

ユーザ端末中にディスクリートコンポーネントとして存在してもよい。
【００５２】
［００６２］
１つ以上の例示的な実施形態において、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア
、ファームウェア、またはこれらの任意の組み合わせで実現してもよい。ソフトウェアで
実現する場合、機能は、１つ以上の命令またはコードとしてコンピュータ読取可能媒体上
に記憶されてもよく、あるいは、１つ以上の命令またはコードとしてコンピュータ読取可
能媒体上に送信されてもよい。コンピュータ読取可能媒体は、１つの場所から別の場所へ
のコンピュータプログラムの転送を促進する任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体お
よび通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスできる任意の利

30

用可能な媒体であってもよい。限定ではなく例として、このようなコンピュータ読取可能
媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯＭまたは他の光ディスク記憶装置、
磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいはコンピュータによってアク
セスできる命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコードを運ぶまたは記憶する
ために使用できる他の何らかの媒体を含むことができる。また、任意の接続は、コンピュ
ータ読取可能媒体と適切に呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、ウェブサイトから、サー
バから、あるいは、同軸ケーブル、ファイバ光ケーブル、撚り対、デジタル加入者線（Ｄ
ＳＬ）、または赤外線や、無線や、マイクロ波のようなワイヤレス技術を使用している他
の遠隔ソースから送信された場合、同軸ケーブル、ファイバ光ケーブル、撚り対、ＤＳＬ
、あるいは、赤外線や、無線や、マイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含
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まれる。ここで使用したようなディスク（ｄｉｓｋおよびｄｉｓｃ）は、コンパクトディ
スク（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）、光ディスク、デジタル汎用ディスク（Ｄ
ＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク、およびブルーレイ（登録商標）ディスクを含
むが、一般的に、ディスク（ｄｉｓｋ）は、データを磁気的に再生する一方で、ディスク
（ｄｉｓｃ）はデータをレーザによって光学的に再生する。上記の組み合わせもまた、コ
ンピュータ読取可能媒体の範囲内に含まれるべきである。
【００５３】
［００６３］
上述の開示は、本発明の例示的な実施形態を示しているが、添付した特許請求の範囲に
よって規定したような本発明の範囲から逸脱することなく、ここでさまざまな変更および
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改良することができることに、留意すべきである。ここで説明した本発明の実施形態にし
たがった機能、方法クレームのステップおよび／またはアクションは、何らかの特定の順
序で実行される必要はない。さらに、本発明のエレメントは単数形で説明され、または、
特許請求の範囲に説明されているが、単数形に対する限定が明示的に述べられない限り、
複数形を企図している。

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７Ｂ】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月24日(2016.3.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）プロバイダによって提供
される複数ＶｏＩＰサービスに加入するユーザ機器（ＵＥ）を動作させる方法において、
第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークを通したＶｏＩＰ通話に携わるための、第１
の組の交渉された優先の性能および／または契約条件を、前記ＵＥのプロセッサにより受
信することと、
前記第１の組の交渉された優先の性能および／または契約条件に基づいて、前記複数の
ＶｏＩＰプロバイダのうちの第１のＶｏＩＰプロバイダを、前記第１の組のＶｏＩＰアク
セスネットワークに対する優先ＶｏＩＰプロバイダとして、前記ＵＥのプロセッサにより
関係付けることと、
前記ＵＥが、前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークのうちの第１のＶｏＩＰア
クセスネットワークに接続されていると、前記ＵＥのプロセッサにより決定することと、
前記ＵＥが前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークに接続されていると決定すること
に応答して、前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークに関係付けられている前記優先Ｖ
ｏＩＰプロバイダを使用して、前記ＵＥのプロセッサにより、前記第１のＶｏＩＰアクセ
スネットワークを通したＶｏＩＰ通話に携わることとを含む方法。
【請求項２】
前記ＵＥが前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークに接続されていると決定すること
に応答して、前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して前記第１のＶｏＩＰプロ
バイダを介して前記ＵＥに利用可能である、前記第１の組の交渉された優先の性能および
／または契約条件を、前記ＵＥのプロセッサにより、前記ＵＥのユーザに対して提示する
ことをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記第１の組の交渉された優先の性能および／または契約条件を、前記ＵＥが加入する
セルラキャリアと、前記ＵＥが加入する所定のＶｏＩＰアクセスネットワークと、前記Ｕ
Ｅのオリジナル機器製造者（ＯＥＭ）とのうちの１つ以上間で交渉する請求項１記載の方
法。
【請求項４】
前記ＵＥが前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークに接続されていると決定すること
に応答して、前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して前記第１のＶｏＩＰプロ
バイダを介して前記ＵＥに利用可能である、前記第１の組の交渉された優先の性能および
／または契約条件を、前記ＵＥのプロセッサにより、前記ＵＥのユーザに対して提示する
ことは、１つ以上の他のＶｏＩＰプロバイダに関係付けられた１つ以上の他の組の性能お
よび／または契約条件と関係付けて、前記第１の組の交渉された優先の性能および／また
は契約条件を、前記ＵＥのプロセッサにより提示する請求項２記載の方法。
【請求項５】
第２の組のＶｏＩＰアクセスネットワークを通したＶｏＩＰ通話に携わるための、第２
の組の交渉された優先の性能および／または契約条件を、前記ＵＥのプロセッサにより受
信することと、
前記第２の組の交渉された優先の性能および／または契約条件に基づいて、前記複数の
ＶｏＩＰプロバイダのうちの第２のＶｏＩＰプロバイダを、前記第２の組のＶｏＩＰアク
セスネットワークに対する優先ＶｏＩＰプロバイダとして、前記ＵＥのプロセッサにより
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関係付けることと、
前記ＵＥが、前記第２の組のＶｏＩＰアクセスネットワークに属する第２のＶｏＩＰア
クセスネットワークに接続されていると、前記ＵＥのプロセッサにより決定することと、
前記ＵＥが前記第２のＶｏＩＰアクセスネットワークに接続されていると決定すること
に応答して、前記第２のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して前記第２のＶｏＩＰプロ
バイダを介して前記ＵＥに利用可能である、第２の組の交渉された優先の性能および／ま
たは契約条件を、前記ＵＥのプロセッサにより、前記ＵＥのユーザに対して提示すること
とをさらに含む請求項２記載の方法。
【請求項６】
前記第１の組の交渉された優先の性能および／または契約条件は、第１のレベルのサー
ビス品質（ＱｏＳ）を含み、
前記第２の組の交渉された優先の性能および／または契約条件は、前記第１のレベルの
ＱｏＳとは異なる第２のレベルのＱｏＳを含む請求項５記載の方法。
【請求項７】
前記第１のレベルのＱｏＳは前記第２のレベルのＱｏＳよりも高く、
前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、ＷｉＦｉベースのＶｏＩＰアクセス
ネットワークに関係付けられており、
前記第２の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、セルラベースのＶｏＩＰアクセスネ
ットワークに関係付けられている請求項６記載の方法。
【請求項８】
前記ＵＥが前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークに接続されている間、前記ＶｏＩ
Ｐ通話を開始する、前記ＵＥのユーザによる試行を、前記ＵＥのプロセッサにより検出す
ることをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項９】
前記提示することは、前記ＵＥが前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークに接続され
ている間、前記ＶｏＩＰ通話を開始する、前記ＵＥのユーザによる試行を、前記ＵＥのプ
ロセッサにより検出することに応答して実行される請求項２記載の方法。
【請求項１０】
前記ＵＥが前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して動作している間、前記第
１のＶｏＩＰプロバイダが前記ＵＥに対する前記優先ＶｏＩＰプロバイダであることに基
づいて、前記検出に応答して、前記第１のＶｏＩＰプロバイダを通して取り次がれる前記
ＶｏＩＰ通話を管理するように構成されているＶｏＩＰクライアントアプリケーションが
自動的に起動される請求項８記載の方法。
【請求項１１】
前記提示することは、ユーザ選択可能なアイコンとともに、前記第１の組の交渉された
優先の性能および／または契約条件を提示し、前記ユーザ選択可能なアイコンは、前記第
１のＶｏＩＰプロバイダを通して取り次がれる前記ＶｏＩＰ通話を管理するように構成さ
れているＶｏＩＰクライアントアプリケーションを起動するように構成されている請求項
２記載の方法。
【請求項１２】
前記第１の組の交渉された優先の性能および／または契約条件は、前記第１のＶｏＩＰ
プロバイダによる減少されたＶｏＩＰ請求レート、セルラキャリアネットワークによる減
少されたデータレート課金および／またはサービス品質（ＱｏＳ）を含む請求項１記載の
方法。
【請求項１３】
前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、（ｉ）前記ＵＥが加入するセルラキ
ャリアネットワーク、（ｉｉ）前記ＵＥのオリジナル機器製造者（ＯＥＭ）、または、（
ｉｉｉ）前記第１のＶｏＩＰプロバイダ、により制御される、および／または、との契約
上の合意のもとで制御される、ＶｏＩＰアクセスネットワークに対応する請求項１記載の
方法。
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【請求項１４】
前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、ＷｉＦｉネットワークおよび／また
は広域ネットワーク（ＷＡＮ）ネットワークを含む請求項１記載の方法。
【請求項１５】
前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、セルラキャリアの無線アクセスネッ
トワークの非ローミング部分に対応し、
前記セルラキャリアの無線アクセスネットワークのローミング部分に対応する第２の組
のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記第１の組の交渉された優先の性能および／また
は契約条件に関係付けられていない請求項１記載の方法。
【請求項１６】
複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）サービスにアクセスする
ように構成されているユーザ機器（ＵＥ）を動作させる方法において、
交渉手順に応答して、複数の優先ＶｏＩＰ機会を示すデータを、ＵＥのプロセッサによ
り受信することと、
前記受信された複数の優先ＶｏＩＰ機会を、前記ＵＥのプロセッサにより記憶させ、前
記複数の優先ＶｏＩＰ機会のそれぞれは、所定のデータアクセスプロバイダと、関係付け
られたＶｏＩＰサービスと、前記所定のデータアクセスプロバイダを介して前記関係付け
られたＶｏＩＰサービスを利用するために利用可能である条件とを示すことと、
前記ＵＥが第１のデータアクセスプロバイダに接続されていると、前記ＵＥのプロセッ
サにより決定することと、
前記決定に応答して、前記第１のデータアクセスプロバイダを示す少なくとも１つの優
先ＶｏＩＰ機会を、前記ＵＥのプロセッサにより識別することと、
前記ＵＥが前記第１のデータアクセスプロバイダに接続されている間に、少なくとも、
前記識別された少なくとも１つの優先ＶｏＩＰ機会に関係付けられたＶｏＩＰサービスを
介して利用可能である前記識別された少なくとも１つの優先ＶｏＩＰ機会によって示され
る前記条件を、前記ＵＥのプロセッサにより、前記ＵＥのユーザに対して提示することと
を含む方法。
【請求項１７】
前記提示することは、前記第１のデータアクセスプロバイダを介して前記ＵＥに利用可
能である少なくとも１つの他のＶｏＩＰサービスに関係付けられた少なくとも１つの追加
の１組の条件を、前記ＵＥのプロセッサにより、前記ＵＥのユーザに対して提示すること
をさらに含む請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
前記少なくとも１つの他のＶｏＩＰサービスは、前記複数の優先ＶｏＩＰ機会のうちの
少なくとも１つの中の前記第１のデータアクセスプロバイダに関係付けられている請求項
１７記載の方法。
【請求項１９】
前記少なくとも１つの他のＶｏＩＰサービスは、前記複数の優先ＶｏＩＰ機会のうちの
少なくとも１つの中の前記第１のデータアクセスプロバイダに関係付けられていない請求
項１７記載の方法。
【請求項２０】
前記ＵＥが第２のデータアクセスプロバイダに接続されていると、前記ＵＥのプロセッ
サにより決定することと、
前記ＵＥが第２のデータアクセスプロバイダに接続されているとの決定に応答して、前
記第２のデータアクセスプロバイダを示す１つ以上の優先ＶｏＩＰ機会を、前記ＵＥのプ
ロセッサにより識別することと、
前記第２のデータアクセスプロバイダに接続されている間に、少なくとも、前記識別さ
れた１つ以上の優先ＶｏＩＰ機会に関係付けられた第２のＶｏＩＰサービスを利用するこ
とを前記ユーザが選択する場合に利用可能である前記識別された１つ以上の優先ＶｏＩＰ
機会によって示される前記条件を、前記ＵＥのプロセッサにより、前記ＵＥのユーザに対
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して提示することとをさらに含む請求項１６記載の方法。
【請求項２１】
複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）プロバイダによって提供
される複数ＶｏＩＰサービスに加入するユーザ機器（ＵＥ）において、
第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークを通したＶｏＩＰ通話に携わるための、第１
の組の交渉された優先の性能および／または契約条件を受信する手段と、
前記第１の組の交渉された優先の性能および／または契約条件に基づいて、前記複数の
ＶｏＩＰプロバイダのうちの第１のＶｏＩＰプロバイダを、前記第１の組のＶｏＩＰアク
セスネットワークに対する優先ＶｏＩＰプロバイダとして関係付ける手段と、
前記ＵＥが、前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークのうちの第１のＶｏＩＰア
クセスネットワークに接続されていると決定する手段と、
前記ＵＥが前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークに接続されていると決定すること
に応答して、前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークに関係付けられている前記優先Ｖ
ｏＩＰプロバイダを使用して、前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークを通したＶｏＩ
Ｐ通話に携わる手段とを具備するＵＥ。
【請求項２２】
複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）サービスにアクセスする
ように構成されているユーザ機器（ＵＥ）において、
交渉手順に応答して、複数の優先ＶｏＩＰ機会を示すデータを受信する手段と、
前記受信された複数の優先ＶｏＩＰ機会を記憶し、前記複数の優先ＶｏＩＰ機会のそれ
ぞれは、所定のデータアクセスプロバイダと、関係付けられたＶｏＩＰサービスと、前記
所定のデータアクセスプロバイダを介して前記関係付けられたＶｏＩＰサービスを利用す
るために利用可能である条件とを示す手段と、
前記ＵＥが第１のデータアクセスプロバイダに接続されていると決定する手段と、
前記決定に応答して、前記第１のデータアクセスプロバイダを示す少なくとも１つの優
先ＶｏＩＰ機会を識別する手段と、
前記ＵＥが前記第１のデータアクセスプロバイダに接続されている間に、少なくとも、
前記識別された少なくとも１つの優先ＶｏＩＰ機会に関係付けられたＶｏＩＰサービスを
介して利用可能である前記識別された少なくとも１つの優先ＶｏＩＰ機会によって示され
る前記条件を、前記ＵＥのユーザに対して提示する手段とを具備するＵＥ。
【請求項２３】
複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）プロバイダによって提供
される複数ＶｏＩＰサービスに加入するユーザ機器（ＵＥ）において、
メモリと、
前記メモリに結合されているプロセッサとを具備し、
前記プロセッサは、プロセッサ実行可能な命令により、
第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークを通したＶｏＩＰ通話に携わるための、第１
の組の交渉された優先の性能および／または契約条件を受信することと、
前記第１の組の交渉された優先の性能および／または契約条件に基づいて、前記複数の
ＶｏＩＰプロバイダのうちの第１のＶｏＩＰプロバイダを、前記第１の組のＶｏＩＰアク
セスネットワークに対する優先ＶｏＩＰプロバイダとして関係付けることと、
前記ＵＥが、前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークのうちの第１のＶｏＩＰア
クセスネットワークに接続されていると決定することと、
前記ＵＥが前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークに接続されていると決定すること
に応答して、前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークに関係付けられている前記優先Ｖ
ｏＩＰプロバイダを使用して、前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークを通したＶｏＩ
Ｐ通話に携わることとを含む動作を実行するように構成されているＵＥ。
【請求項２４】
複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）サービスにアクセスする
ように構成されているユーザ機器（ＵＥ）において、
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メモリと、
前記メモリに結合されているプロセッサとを具備し、
前記プロセッサは、プロセッサ実行可能な命令により、
交渉手順に応答して、複数の優先ＶｏＩＰ機会を示すデータを受信することと、
前記複数の優先ＶｏＩＰ機会を記憶し、前記複数の優先ＶｏＩＰ機会のそれぞれは、所
定のデータアクセスプロバイダと、関係付けられたＶｏＩＰサービスと、前記所定のデー
タアクセスプロバイダを介して前記関係付けられたＶｏＩＰサービスを利用するために利
用可能である条件とを示すことと、
前記ＵＥが第１のデータアクセスプロバイダに接続されていると決定することと、
前記決定に応答して、前記第１のデータアクセスプロバイダを示す少なくとも１つの優
先ＶｏＩＰ機会を識別することと、
前記ＵＥが前記第１のデータアクセスプロバイダに接続されている間に、少なくとも、
前記識別された少なくとも１つの優先ＶｏＩＰ機会に関係付けられたＶｏＩＰサービスを
介して利用可能である前記識別された少なくとも１つの優先ＶｏＩＰ機会によって示され
る前記条件を、前記ＵＥのユーザに対して提示することとを含む動作を実行するように構
成されているＵＥ。
【請求項２５】
その上に記憶されているプロセッサ実行可能な命令を含む非一時的コンピュータ読取可
能媒体において、
前記プロセッサ実行可能な命令は、複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（
ＶｏＩＰ）プロバイダによって提供される複数ＶｏＩＰサービスに加入するユーザ機器（
ＵＥ）のプロセッサに、
第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークを通したＶｏＩＰ通話に携わるための、第１
の組の交渉された優先の性能および／または契約条件を受信することと、
前記第１の組の交渉された優先の性能および／または契約条件に基づいて、前記複数の
ＶｏＩＰプロバイダのうちの第１のＶｏＩＰプロバイダを、前記第１の組のＶｏＩＰアク
セスネットワークに対する優先ＶｏＩＰプロバイダとして関係付けることと、
前記ＵＥが、前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークのうちの第１のＶｏＩＰア
クセスネットワークに接続されていると決定することと、
前記ＵＥが前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークに接続されていると決定すること
に応答して、前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークに関係付けられた前記優先ＶｏＩ
Ｐプロバイダを使用して、前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークを通したＶｏＩＰ通
話に携わることとを含む動作を実行させるように構成されている非一時的コンピュータ読
取可能媒体。
【請求項２６】
その上に記憶されているプロセッサ実行可能な命令を含む非一時的コンピュータ読取可
能媒体において、
前記プロセッサ実行可能な命令は、複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（
ＶｏＩＰ）サービスにアクセスするように構成されているユーザ機器（ＵＥ）のプロセッ
サに、
交渉手順に応答して、複数の優先ＶｏＩＰ機会を示すデータを受信することと、
前記複数の優先ＶｏＩＰ機会を記憶し、前記複数の優先ＶｏＩＰ機会のそれぞれは、所
定のデータアクセスプロバイダと、関係付けられたＶｏＩＰサービスと、前記所定のデー
タアクセスプロバイダを介して前記関係付けられたＶｏＩＰサービスを利用するために利
用可能である条件とを示すことと、
前記ＵＥが第１のデータアクセスプロバイダに接続されていると決定することと、
前記決定に応答して、前記第１のデータアクセスプロバイダを示す少なくとも１つの優
先ＶｏＩＰ機会を識別することと、
前記ＵＥが前記第１のデータアクセスプロバイダに接続されている間に、少なくとも、
前記識別された少なくとも１つの優先ＶｏＩＰ機会に関係付けられたＶｏＩＰサービスを
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介して利用可能である前記識別された少なくとも１つの優先ＶｏＩＰ機会によって示され
る前記条件を、前記ＵＥのユーザに対して提示することとを含む動作を実行させるように
構成されている非一時的コンピュータ読取可能媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
［００６３］
上述の開示は、本発明の例示的な実施形態を示しているが、添付した特許請求の範囲に
よって規定したような本発明の範囲から逸脱することなく、ここでさまざまな変更および
改良することができることに、留意すべきである。ここで説明した本発明の実施形態にし
たがった機能、方法クレームのステップおよび／またはアクションは、何らかの特定の順
序で実行される必要はない。さらに、本発明のエレメントは単数形で説明され、または、
特許請求の範囲に説明されているが、単数形に対する限定が明示的に述べられない限り、
複数形を企図している。
以下に、本願出願時の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）プロバイダによっ
て提供される複数ＶｏＩＰサービスに加入するユーザ機器（ＵＥ）を動作させる方法にお
いて、
前記ＵＥが第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して動作している間、前記複
数のＶｏＩＰプロバイダのうちの第１のＶｏＩＰプロバイダを、前記ＵＥに対する優先ま
たはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして関係付けることを含み、
前記第１のＶｏＩＰプロバイダは、ＶｏＩＰ入札エンティティ、前記第１のＶｏＩＰプ
ロバイダおよび／または前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワーク間の交渉を介して
、前記ＶｏＩＰ入札エンティティによって、前記優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイ
ダとして確立され、
前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネ
ットワークを通して前記ＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するように構成されている１つ以
上の他のＶｏＩＰプロバイダと比較して、前記第１のＶｏＩＰプロバイダを介して前記Ｕ
ＥにＶｏＩＰサービスを提供するための第１の組の優先の性能および／または契約条件に
関係付けられている方法。
［２］前記ＵＥが、前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークに属する第１のＶｏ
ＩＰアクセスネットワークに接続されていると決定することと、
前記ＵＥが前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークに接続されていると決定すること
に応答して、前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して前記第１のＶｏＩＰプロ
バイダを介して前記ＵＥに利用可能である、前記第１の組の優先の性能および／または契
約条件を、前記ＵＥのユーザに対してアドバタイズすることとをさらに含む請求項１記載
の方法。
［３］前記ＶｏＩＰ入札エンティティは、前記第１のＶｏＩＰプロバイダ、前記ＵＥが
加入するセルラキャリア、前記ＵＥが加入する所定のＶｏＩＰアクセスネットワークおよ
び／または前記ＵＥのオリジナル機器製造者（ＯＥＭ）に対応する請求項２記載の方法。
［４］前記アドバタイズすることは、前記１つ以上の他のＶｏＩＰプロバイダに関係付
けられた１つ以上の他の組の性能および／または契約条件と関係付けて、前記第１の組の
優先の性能および／または契約条件をアドバタイズする請求項２記載の方法。
［５］前記ＵＥが第２の組のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して動作している間、
前記複数のＶｏＩＰプロバイダのうちの第２のＶｏＩＰプロバイダを、前記ＵＥに対する
前記優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして関係付けることと、
前記ＵＥが、前記第２の組のＶｏＩＰアクセスネットワークに属する第２のＶｏＩＰア
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クセスネットワークに接続されていると決定することと、
前記ＵＥが前記第２のＶｏＩＰアクセスネットワークに接続されていると決定すること
に応答して、前記第２のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して前記第２のＶｏＩＰプロ
バイダを介して前記ＵＥに利用可能である、第２の組の優先の性能および／または契約条
件を、前記ＵＥのユーザに対してアドバタイズすることとをさらに含み、
前記第２のＶｏＩＰプロバイダは、別のＶｏＩＰ入札エンティティ、前記第２のＶｏＩ
Ｐプロバイダおよび／または前記第２の組のＶｏＩＰアクセスネットワーク間の交渉を介
して、前記別のＶｏＩＰ入札エンティティによって、前記優先またはデフォルトＶｏＩＰ
プロバイダとして確立され、
前記第２の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記第２の組のＶｏＩＰアクセスネ
ットワークを通して前記ＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するように構成されている少なく
とも１つの他のＶｏＩＰプロバイダと比較して、前記第２のＶｏＩＰプロバイダを介して
前記ＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するための前記第２の組の優先の性能および／または
契約条件に関係付けられている請求項２記載の方法。
［６］前記第１の組の優先の性能および／または契約条件は、第１のレベルのサービス
品質（ＱｏＳ）を含み、
前記第２の組の優先の性能および／または契約条件は、前記第１のレベルのＱｏＳとは
異なる第２のレベルのＱｏＳを含む請求項５記載の方法。
［７］前記第１のレベルのＱｏＳは前記第２のレベルのＱｏＳよりも高く、
前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、ＷｉＦｉベースのＶｏＩＰアクセス
ネットワークに関係付けられており、
前記第２の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、セルラベースのＶｏＩＰアクセスネ
ットワークに関係付けられている請求項６記載の方法。
［８］前記ＵＥが前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークに接続されている間、Ｖｏ
ＩＰ通話を開始する、前記ＵＥのユーザによる試行を検出することをさらに含む請求項２
記載の方法。
［９］前記アドバタイズすることは、前記検出に応答して実行される請求項８記載の方
法。
［１０］前記ＵＥが前記第１のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して動作している間
、前記第１のＶｏＩＰプロバイダが前記ＵＥに対する前記優先またはデフォルトＶｏＩＰ
プロバイダであることに基づいて、前記検出に応答して、前記第１のＶｏＩＰプロバイダ
を通して取り次がれるＶｏＩＰ通話を管理するように構成されているＶｏＩＰクライアン
トアプリケーションが自動的に起動される請求項８記載の方法。
［１１］前記アドバタイズすることは、ユーザ選択可能なアイコンとともに、前記第１
の組の優先の性能および／または契約条件を提示し、前記ユーザ選択可能なアイコンは、
前記ユーザによって選択される場合、前記第１のＶｏＩＰプロバイダを通して取り次がれ
るＶｏＩＰ通話を管理するように構成されているＶｏＩＰクライアントアプリケーション
を起動する請求項２記載の方法。
［１２］前記第１の組の優先の性能および／または契約条件は、前記第１のＶｏＩＰプ
ロバイダによる減少されたＶｏＩＰ請求レート、セルラキャリアネットワークによる減少
されたデータレート課金および／またはサービス品質（ＱｏＳ）を含む請求項１記載の方
法。
［１３］前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、（ｉ）前記ＵＥが加入する
セルラキャリアネットワーク、（ｉｉ）前記ＵＥのＯＥＭ、または、（ｉｉｉ）前記第１
のＶｏＩＰプロバイダ、により制御される、および／または、との契約上の合意のもとで
制御される、ＶｏＩＰアクセスネットワークに対応する請求項１記載の方法。
［１４］前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、ＷｉＦｉネットワークおよ
び／または広域ネットワーク（ＷＡＮ）ネットワークを含む請求項１記載の方法。
［１５］前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、セルラキャリアの無線アク
セスネットワークの非ローミング部分に対応し、
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前記セルラキャリアの無線アクセスネットワークのローミング部分に対応する第２の組
のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記第１の組の優先の性能および／または契約条件
に関係付けられていない請求項１記載の方法。
［１６］ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）入札エンティティを動
作させる方法において、
所定のＶｏＩＰプロバイダおよび／または１組のＶｏＩＰアクセスネットワークと交渉
して、前記所定のＶｏＩＰプロバイダを前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワークに対す
る優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして確立することを含み、
前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワー
クを通して１組のユーザ機器（ＵＥ）にＶｏＩＰサービスを提供するように構成されてい
る１つ以上の他のＶｏＩＰプロバイダと比較して、前記所定のＶｏＩＰプロバイダを介し
て前記１組のＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するための１組の優先の性能および／または
契約条件に関係付けられている方法。
［１７］前記１組のＵＥに対して、前記１組の優先の性能および／または契約条件を配
信することをさらに含む請求項１６記載の方法。
［１８］前記配信することは、前記１組のＵＥの製造中に生じる請求項１７記載の方法
。
［１９］前記配信することは、前記１組のＵＥが配備された後に生じる請求項１７記載
の方法。
［２０］前記ＶｏＩＰ入札エンティティは、前記所定のＶｏＩＰプロバイダ、前記１組
のＵＥが加入するセルラキャリアネットワーク、前記１組のＵＥが加入する所定のＶｏＩ
Ｐアクセスネットワークおよび／または前記１組のＵＥのオリジナル機器製造者（ＯＥＭ
）に対応する請求項１６記載の方法。
［２１］前記１組の優先の性能および／または契約条件は、前記所定のＶｏＩＰプロバ
イダによる減少されたＶｏＩＰ請求レート、セルラキャリアネットワークによる減少され
たデータレート課金および／またはサービス品質（ＱｏＳ）を含む請求項１６記載の方法
。
［２２］前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、ＷｉＦｉネットワークおよび／
または広域ネットワーク（ＷＡＮ）ネットワークを含む請求項１６記載の方法。
［２３］前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、（ｉ）前記１組のＵＥによって
加入されるセルラキャリアネットワーク、（ｉｉ）前記１組のＵＥのＯＥＭ、または、（
ｉｉｉ）前記所定のＶｏＩＰプロバイダ、により制御される、および／または、との契約
上の合意のもとで制御される、ＶｏＩＰアクセスネットワークに対応する請求項１６記載
の方法。
［２４］前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、セルラキャリアの無線アクセス
ネットワークの非ローミング部分に対応し、
前記セルラキャリアの無線アクセスネットワークのローミング部分に対応する異なる組
のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記１組の優先の性能および／または契約条件に関
係付けられていない請求項１６記載の方法。
［２５］複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）サービスにアク
セスするように構成されているユーザ機器（ＵＥ）を動作させる方法において、
複数の優先ＶｏＩＰ機会を記憶させ、前記複数の優先ＶｏＩＰ機会のそれぞれは、所定
のデータアクセスプロバイダと、関係付けられたＶｏＩＰサービスと、前記所定のデータ
アクセスプロバイダを介して前記関係付けられたＶｏＩＰサービスを利用するために利用
可能な条件とを示すことと、
前記ＵＥが第１のデータアクセスプロバイダに接続されていると決定することと、
前記決定に応答して、前記第１のデータアクセスプロバイダを示す少なくとも１つの優
先ＶｏＩＰ機会を識別することと、
前記第１のデータアクセスプロバイダに接続されている間に、前記識別された少なくと
も１つの優先ＶｏＩＰ機会に関係付けられたＶｏＩＰサービスを利用することをユーザが
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選択する場合、少なくとも、利用可能な前記識別された少なくとも１つの優先ＶｏＩＰ機
会によって示される前記条件を、前記ＵＥのユーザに対して提示することとを含む方法。
［２６］前記提示することは、前記第１のデータアクセスプロバイダを介して前記ＵＥ
に利用可能である少なくとも１つの他のＶｏＩＰサービスに関係付けられた少なくとも１
つの追加の１組の条件を、前記ＵＥのユーザに対して提示することさらに含む請求項２５
記載の方法。
［２７］前記少なくとも１つの他のＶｏＩＰサービスは、前記複数のＶｏＩＰ機会のう
ちの少なくとも１つの中の前記第１のデータアクセスプロバイダに関係付けられている請
求項２６記載の方法。
［２８］前記少なくとも１つの他のＶｏＩＰサービスは、前記複数のＶｏＩＰ機会のう
ちの少なくとも１つの中の前記第１のデータアクセスプロバイダに関係付けられていない
請求項２６記載の方法。
［２９］前記ＵＥが第２のデータアクセスプロバイダに接続されていると決定すること
と、
前記ＵＥが第２のデータアクセスプロバイダに接続されているとの決定に応答して、前
記第２のデータアクセスプロバイダを示す１つ以上の優先ＶｏＩＰ機会を識別することと
、
前記第２のデータアクセスプロバイダに接続されている間に、前記識別された１つ以上
の優先ＶｏＩＰ機会に関係付けられたＶｏＩＰサービスを利用することを前記ユーザが選
択する場合、少なくとも、利用可能な前記識別された少なくとも１つの優先ＶｏＩＰ機会
によって示される前記条件を、前記ＵＥのユーザに対して提示することとをさらに含む請
求項２５記載の方法。
［３０］複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）プロバイダによ
って提供される複数ＶｏＩＰサービスに加入するユーザ機器（ＵＥ）において、
前記ＵＥが第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して動作している間、前記複
数のＶｏＩＰプロバイダのうちの第１のＶｏＩＰプロバイダを、前記ＵＥに対する優先ま
たはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして関係付ける手段と、
前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークに接続する手段とを具備し、
前記第１のＶｏＩＰプロバイダは、ＶｏＩＰ入札エンティティ、前記第１のＶｏＩＰプ
ロバイダおよび／または前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワーク間の交渉を介して
、前記ＶｏＩＰ入札エンティティによって、前記優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイ
ダとして確立され、
前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネ
ットワークを通して前記ＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するように構成されている１つ以
上の他のＶｏＩＰプロバイダと比較して、前記第１のＶｏＩＰプロバイダを介して前記Ｕ
ＥにＶｏＩＰサービスを提供するための第１の組の優先の性能および／または契約条件に
関係付けられているＵＥ。
［３１］ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）入札エンティティにお
いて、
前記ＶｏＩＰ入札エンティティ、所定のＶｏＩＰプロバイダおよび／または１組のＶｏ
ＩＰアクセスネットワーク間の通信を確立する手段と、
前記所定のＶｏＩＰプロバイダおよび／または前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワー
クと交渉して、前記所定のＶｏＩＰプロバイダを前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワー
クに対する優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして確立する手段とを具備し、
前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワー
クを通して１組のユーザ機器（ＵＥ）にＶｏＩＰサービスを提供するように構成されてい
る１つ以上の他のＶｏＩＰプロバイダと比較して、前記所定のＶｏＩＰプロバイダを介し
て前記１組のＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するための１組の優先の性能および／または
契約条件に関係付けられているＶｏＩＰ入札エンティティ。
［３２］複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）サービスにアク
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セスするように構成されているユーザ機器（ＵＥ）において、
複数の優先ＶｏＩＰ機会を記憶させ、前記複数の優先ＶｏＩＰ機会のそれぞれは、所定
のデータアクセスプロバイダと、関係付けられたＶｏＩＰサービスと、前記所定のデータ
アクセスプロバイダを介して前記関係付けられたＶｏＩＰサービスを利用するために利用
可能な条件とを示す手段と、
前記ＵＥが第１のデータアクセスプロバイダに接続されていると決定する手段と、
前記決定に応答して、前記第１のデータアクセスプロバイダを示す少なくとも１つの優
先ＶｏＩＰ機会を識別する手段と、
前記第１のデータアクセスプロバイダに接続されている間に、前記識別された少なくと
も１つの優先ＶｏＩＰ機会に関係付けられたＶｏＩＰサービスを利用することをユーザが
選択する場合、少なくとも、利用可能な前記識別された少なくとも１つの優先ＶｏＩＰ機
会によって示される前記条件を、前記ＵＥのユーザに対して提示する手段とを具備するＵ
Ｅ。
［３３］複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）プロバイダによ
って提供される複数ＶｏＩＰサービスに加入するユーザ機器（ＵＥ）において、
前記ＵＥが第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して動作している間、前記複
数のＶｏＩＰプロバイダのうちの第１のＶｏＩＰプロバイダを、前記ＵＥに対する優先ま
たはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして関係付けるように構成されている論理を具備し
、
前記第１のＶｏＩＰプロバイダは、ＶｏＩＰ入札エンティティ、前記第１のＶｏＩＰプ
ロバイダおよび／または前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワーク間の交渉を介して
、前記ＶｏＩＰ入札エンティティによって、前記優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイ
ダとして確立され、
前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネ
ットワークを通して前記ＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するように構成されている１つ以
上の他のＶｏＩＰプロバイダと比較して、前記第１のＶｏＩＰプロバイダを介して前記Ｕ
ＥにＶｏＩＰサービスを提供するための第１の組の優先の性能および／または契約条件に
関係付けられているＵＥ。
［３４］ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）入札エンティティにお
いて、
所定のＶｏＩＰプロバイダおよび／または１組のＶｏＩＰアクセスネットワークと交渉
して、前記所定のＶｏＩＰプロバイダを前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワークに対す
る優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして確立するように構成されている論理を
具備し、
前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワー
クを通して１組のユーザ機器（ＵＥ）にＶｏＩＰサービスを提供するように構成されてい
る１つ以上の他のＶｏＩＰプロバイダと比較して、前記所定のＶｏＩＰプロバイダを介し
て前記１組のＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するための１組の優先の性能および／または
契約条件に関係付けられているＶｏＩＰ入札エンティティ。
［３５］複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）サービスにアク
セスするように構成されているユーザ機器（ＵＥ）において、
複数の優先ＶｏＩＰ機会を記憶させるように構成され、前記複数の優先ＶｏＩＰ機会の
それぞれは、所定のデータアクセスプロバイダと、関係付けられたＶｏＩＰサービスと、
前記所定のデータアクセスプロバイダを介して前記関係付けられたＶｏＩＰサービスを利
用するために利用可能な条件とを示す論理と、
前記ＵＥが第１のデータアクセスプロバイダに接続されていると決定するように構成さ
れている論理と、
前記決定に応答して、前記第１のデータアクセスプロバイダを示す少なくとも１つの優
先ＶｏＩＰ機会を識別するように構成されている論理と、
前記第１のデータアクセスプロバイダに接続されている間に、前記識別された少なくと
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も１つの優先ＶｏＩＰ機会に関係付けられたＶｏＩＰサービスを利用することをユーザが
選択する場合、少なくとも、利用可能な前記識別された少なくとも１つの優先ＶｏＩＰ機
会によって示される前記条件を、前記ＵＥのユーザに対して提示するように構成されてい
る論理とを具備するＵＥ。
［３６］その上に記憶されている命令を含む非一時的コンピュータ読取可能媒体におい
て、
複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）プロバイダによって提供
される複数ＶｏＩＰサービスに加入するユーザ機器（ＵＥ）によって実行されるとき、命
令は前記ＵＥに動作を実行させ、
前記命令は、
前記ＵＥに、前記ＵＥが第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークを通して動作してい
る間、前記複数のＶｏＩＰプロバイダのうちの第１のＶｏＩＰプロバイダを、前記ＵＥに
対する優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして関係付けさせる少なくとも１つの
命令を含み、
前記第１のＶｏＩＰプロバイダは、ＶｏＩＰ入札エンティティ、前記第１のＶｏＩＰプ
ロバイダおよび／または前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワーク間の交渉を介して
、前記ＶｏＩＰ入札エンティティによって、前記優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイ
ダとして確立され、
前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記第１の組のＶｏＩＰアクセスネ
ットワークを通して前記ＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するように構成されている１つ以
上の他のＶｏＩＰプロバイダと比較して、前記第１のＶｏＩＰプロバイダを介して前記Ｕ
ＥにＶｏＩＰサービスを提供するための第１の組の優先の性能および／または契約条件に
関係付けられている非一時的コンピュータ読取可能媒体。
［３７］その上に記憶されている命令を含む非一時的コンピュータ読取可能媒体におい
て、
ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）入札エンティティによって実行
されるとき、命令は前記ＶｏＩＰ入札エンティティに動作を実行させ、
前記命令は、
前記ＶｏＩＰ入札エンティティに、所定のＶｏＩＰプロバイダおよび／または１組のＶ
ｏＩＰアクセスネットワークと交渉して、前記所定のＶｏＩＰプロバイダを前記１組のＶ
ｏＩＰアクセスネットワークに対する優先またはデフォルトＶｏＩＰプロバイダとして確
立させる少なくとも１つの命令を含み、
前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワークは、前記１組のＶｏＩＰアクセスネットワー
クを通して１組のユーザ機器（ＵＥ）にＶｏＩＰサービスを提供するように構成されてい
る１つ以上の他のＶｏＩＰプロバイダと比較して、前記所定のＶｏＩＰプロバイダを介し
て前記１組のＵＥにＶｏＩＰサービスを提供するための１組の優先の性能および／または
契約条件に関係付けられている非一時的コンピュータ読取可能媒体。
［３８］その上に記憶されている命令を含む非一時的コンピュータ読取可能媒体におい
て、
複数のボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）サービスにアクセスする
ように構成されているユーザ機器（ＵＥ）によって実行されるとき、命令は前記ＵＥに動
作を実行させ、
前記命令は、
前記ＵＥに、複数の優先ＶｏＩＰ機会を記憶させるための少なくとも１つの命令、前記
複数の優先ＶｏＩＰ機会のそれぞれは、所定のデータアクセスプロバイダと、関係付けら
れたＶｏＩＰサービスと、前記所定のデータアクセスプロバイダを介して前記関係付けら
れたＶｏＩＰサービスを利用するために利用可能な条件とを示すと、
前記ＵＥに、前記ＵＥが第１のデータアクセスプロバイダに接続されていると決定させ
るための少なくとも１つの命令と、
前記決定に応答して、前記ＵＥに、前記第１のデータアクセスプロバイダを示す少なく
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とも１つの優先ＶｏＩＰ機会を識別させるための少なくとも１つの命令と、
前記第１のデータアクセスプロバイダに接続されている間に、前記識別された少なくと
も１つの優先ＶｏＩＰ機会に関係付けられたＶｏＩＰサービスを利用することをユーザが
選択する場合、前記ＵＥに、少なくとも、利用可能な前記識別された少なくとも１つの優
先ＶｏＩＰ機会によって示される前記条件を、前記ＵＥのユーザに対して提示させるため
の少なくとも１つの命令とを含む非一時的コンピュータ読取可能媒体。
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