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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワークを介して、第１の移動局（17）に、第２の移動局の情報を提供す
る装置であって、基地局（12）と、前記第１と第２の移動局を位置決めする手段（13.1、
13.2、11、18、22）を制御する制御手段（11）を有し、ここで前記情報を提供する装置は
、
　前記第１と第２の移動局についてのデータを処理するよう構成された処理装置と、
　前記第１と第２の移動局についてのデータを格納するよう形成されたデータ格納装置（
16）を含み、ここで前記データは、
　　実質的につくられたリスト（30）を有し、前記リストは、
　　　前記移動局の活性状態と、前記第１と第２の移動局の地理的位置と、移動局間の相
対距離の閾値に基づく前記移動局間の相対距離と、更に公開及び個人データ部分とを含み
、ここで
　前記情報を提供する装置は、使用許可されたとき、前記第１の移動局に、前記第２の移
動局の状態に関する情報と、前記リスト（30）に関する前記第２の移動局のユーザーの情
報と、更に前記ユーザーによって提供されるユーザー関連データと、を提供するよう構成
されている、
ことを特徴とする前記情報を提供する装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置であって、前記第２の移動局の状態は、見失った位置情報を示すコ
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ール再接続を示すことを特徴とする前記装置。
【請求項３】
　請求項１記載の装置であって、前記データ格納装置（16）は、追加移動局と対応する加
入者／ユーザーについて実質的につくられたリスト（30）を含むことを特徴とする前記装
置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の装置であって、前記第２の移動局の状態を検
出する手段を更に含むことを特徴とする前記装置。
【請求項５】
　請求項４記載の装置であって、前記状態は、前記第２の移動局の話し中状態／遊休状態
、および／または接続されている状態／切断されている状態を含むことを特徴とする前記
装置。
【請求項６】
　請求項３記載の装置であって、前記データ格納装置（16）は、前記加入者の興味、年齢
、友人と親戚および医療情報を含むことを特徴とする前記装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれかに記載の装置であって、前記データ格納装置の内容の
少なくとも一部は、前記第１の移動局に送信されて表示されることを特徴とする前記装置
。
【請求項８】
　請求項７記載の装置であって、前記送信は、前記第１の移動局が前記移動通信ネットワ
ークに接続されている場合に実行されることを特徴とする前記装置。
【請求項９】
　請求項８記載の装置であって、前記送信は、前記第１の移動局のユーザーの要求がある
と実行されることを特徴とする前記装置。
【請求項１０】
　請求項７記載の装置であって、前記移動局は、前記情報の転送と表示のためのアンスト
ラクチャード・サプリメンタリ・サブスクライバ・データ（USSD）、短メッセージ・サー
ビス（SMS）、ジェネラル・パケット・ラジオ・サービス（GPRS）、無線アプリケーショ
ン・プロトコル（WAP）を含むグループのメンバーである少なくとも１つのプロトコルが
提供されることを特徴とする前記装置。
【請求項１１】
　請求項１０記載の装置であって、前記使用されるプロトコルの型式は、移動局の型式に
よって決まることを特徴とする前記装置。
【請求項１２】
　請求項３記載の装置であって、前記リスト（30）は、公開データ部（31）と秘密データ
部（32）を有することを特徴とする前記装置。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１２のいずれかに記載の装置であって、前記移動通信ネットワーク
は、望ましくは、移動通信用グローバル・システム（GSM）、パーソナル・デジタル・セ
ルラー（PDC）、デジタル・アドバンスト・モバイルホン・サービス（DAMPS）またはセル
ラー・デジタル・パケット・データ（CDPD）の１つである、セルラー移動通信ネットワー
クであることを特徴とする前記装置。
【請求項１４】
　請求項１から請求項１３のいずれかに記載の装置であって、移動局の前記位置は、外部
の位置決め装置（18）、全地球測位システム（GPS）またはGLONASS（地球軌道衛星航法シ
ステム）を使用して決定されることを特徴とする前記装置。
【請求項１５】
　請求項１から請求項１４のいずれかに記載の装置であって、前記移動局は、移動機装置
（21）と識別装置（25）を含むことを特徴とする前記装置。
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【請求項１６】
　請求項１５記載の装置であって、前記識別装置（25）は、加入者識別モジュール（SIM
）、および／または指紋装置（FPC）、および／または一意の電話機体番号であることを
特徴とする前記装置。
【請求項１７】
　請求項１記載の装置であって、前記データ格納装置は、メモリ装置またはデータベース
装置を含むことを特徴とする前記装置。
【請求項１８】
　請求項１から請求項１７のいずれかに記載の装置であって、前記情報は、グラフィカル
・インターフェースを介して表示されることを特徴とする前記装置。
【請求項１９】
　請求項１から請求項１８のいずれかに記載の装置であって、前記位置決めは、前記移動
局の接続以前のステップで実行されることを特徴とする前記装置。
【請求項２０】
　第１と第２のユーザーの、それぞれ第１と第２の移動局（17）に対する無線リンクを制
御する基地局サブシステム（22）、移動体通信交換局（11）を含むネットワーク・サブシ
ステム（23）、ホーム・ロケーション・レジスタ（13.1）およびビジター・ロケーション
・レジスタ（13.2）を含む移動通信ネットワーク（20）であって、各移動局は移動機装置
（21）と加入者識別モジュール（25）を含む移動通信ネットワークにおいて、
　前記移動通信ネットワークは、
　位置決め手段（13.1、13.2、11、18、22）から受信した前記移動局がアクティブになっ
たときの位置データと、少なくとも前記第２の移動局について実質的につくられたリスト
（30）と、を有するデータ格納装置（16）を含み、更に
　前記データ格納装置（16）からの前記位置データを前記第１の移動局の位置を基準とし
て処理し、前記リストに関する前記第２の移動局の情報に関連する位置を前記第１の移動
局と前記第１のユーザーに提供するよう構成されている制御装置（27）を含むことを特徴
とする前記ネットワーク。
【請求項２１】
　請求項２０記載のネットワークであって、前記データ格納装置（16）は、前記ネットワ
ーク・サブシステム（23）に配置されることを特徴とする前記ネットワーク。
【請求項２２】
　請求項２０または請求項２１のいずれかに記載のネットワークであって、前記制御装置
（27）は、前記ネットワーク・サブシステム（23）に配置されることを特徴とする前記ネ
ットワーク。
【請求項２３】
　請求項２０から請求項２２のいずれかに記載のネットワークであって、前記データ格納
装置（16）は、前記ホーム・ロケーション・レジスタ（13.1）またはビジター・ロケーシ
ョン・レジスタ（13.2）に統合されることを特徴とする前記ネットワーク。
【請求項２４】
　請求項２０から請求項２３のいずれかに記載のネットワークであって、前記制御装置（
27）は、前記移動体通信交換局（11）に統合されることを特徴とする前記ネットワーク。
【請求項２５】
　請求項２０から請求項２４のいずれかに記載のネットワークであって、移動局の前記位
置は、接続中の基地局を位置決めすること、および／または信号強度を測定すること、お
よび／または時間の進みを測定すること、および／または三角測量を介して決定されるこ
とを特徴とする前記ネットワーク。
【請求項２６】
　請求項２０から請求項２５のいずれかに記載のネットワークであって、移動局の前記位
置は、外部の位置決め装置（18）、全地球測位システム（GPS）またはGLONASS（地球軌道
衛星航法システム）を使用して決定されることを特徴とする前記ネットワーク。
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【請求項２７】
　請求項２０から請求項２６のいずれかに記載のネットワークであって、前記ネットワー
クは、他のネットワークにローミングする手段を含むことを特徴とする前記ネットワーク
。
【請求項２８】
　第１のユーザーの第１の移動局（17）、第２のユーザーの第２の移動局、基地局装置（
12）、前記基地局装置を制御する制御手段（11）および前記第１と第２の移動局を位置決
めする手段（13.1、13.2、11、18、22）を含む移動通信ネットワークにおいて拡張された
情報を提供する方法であって、前記第１の移動局は、捜す側の移動局であり、前記第２の
移動局は捜される側の移動局である方法において、
・前記第１と第２の移動局の位置を受信するステップと、
・前記第１と第２の移動局の位置を処理するステップと、
・少なくとも前記第２の移動局の情報に関連する位置を前記第１の移動局と前記第１のユ
ーザに表示するため、前記第１の移動局の位置を基準として前記第１と第２の移動局の位
置を、実質的に作られたリスト（30）内で整理するステップと、
・上記リストへの記入に基づき、前記第２の移動局の情報を前記第１の移動局に提供する
ステップと、を含むことを特徴とする前記方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の技術分野）
本発明は、情報交換に対して追加サービスが実施される移動電話ネットワーク、特にGSM
、PDC、DAMPSのようなセルラー電話ネットワークにおける方法と装置に関する。このネッ
トワークは、第１の移動局、第２の移動局および移動局の位置を決める手段を更に含む。
第１の移動局は、捜す（seeking）側の移動局として構成され、第２の移動局は捜される
側の移動局として構成されている。
【０００２】
本発明は、本発明を実施するネットワークと、本発明を実行する方法に言及する。
【０００３】
（発明の背景）
移動電話機の数が増加すると、ネットワークの加入者である人々へのアクセスの可能性も
増大することになる。今日では、世界中どこでも、移動電話ネットワークに確実に設定さ
れグローバルに接続されている加入者の誰にでも接触することが可能である。
【０００４】
それにも拘わらず、近代の社会は、我々の通信経路にいろいろと影響を及ぼす。新しい通
信技術のおかげで我々は相互に近くなったとはいえ、そのために活動の場がよりグローバ
ル化することになり、家族の構成員や友人などが世界中にひろがったことを意味している
のである。
【０００５】
かくて、人々を見つけることは、解決すべき問題となっている。応答サービスを呼び出し
たり、連絡を取りたい人々にメッセージを残したりすることは勿論可能であるが、例えば
友人と接触を保つための自動リマインディング・サービス（automatic reminding servic
e）は存在していない。
【０００６】
その上、多数の国に従業員を持つ多国籍企業は、例えば、連絡を容易にするため、従業員
の位置に関する情報を配りたいであろう。この目的には、インターネットを使用できるこ
とは勿論である。しかし、移動電話機を介して移動電話機にアクセスすることは、更に容
易であるとともに、電話機によって接触できる人の数は、通常インターネットに接続され
ている人の数よりも多い。
【０００７】
（関連技術の説明）
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特にIP（インターネット・プロトコル）を使用した通信システムは、加入者に関する情報
がデータベースに格納されているコンピュータ通信システムを説明している国際特許出願
No. WO 98/16045を通じて公知である。この情報には、加入者の特別な興味、加入者が使
用するネットワーク・アドレス、加入者の現時点の接続モードなどが含まれている。この
文献による通信ネットワークには、このネットワークのユーザーによって利用され、ネッ
トワークにアクセスするいくつかの端末が含まれる。ユーザーがネットワークに接続され
ているか否かを監視し、他のユーザーを捜して現在接続されているユーザーに、接続アド
レス情報、つまり、現在ネットワークに接続され捜されているユーザーに関連するネット
ワーク・アドレスを知らせる装置が配置されている。
【０００８】
移動端末の位置決めは、いくつかの文献、例えば、JP 09-247730、JP 10-185610およびDE
-A-197 122 30を通じて公知の確立した技術である。
【０００９】
さらにUS 5,926,765は、コードレス電話機間で会話中に通信の相手のコードレス電話機の
位置を表示し、受信電界強度（received field level）を測定する受信電界強度検出器と
、受信電界強度が最初に検出された位置と、続いて検出された位置とを入力しかつ格納す
るメモリ部、受信電界強度を３回検出した結果と、得られた検出地点とにもとづく３点の
測定を実行することにより、通信の相手のコードレス電話機の相対位置を決定する制御部
、さらに測定結果を表示するディスプレーを含むコードレス電話機を開示している。この
位置決め方法は、通話が設定されている時間中だけ遂行される。
【００１０】
移動局がある地点に配置されると、（そのサービスに接続されている）他の移動局に位置
情報を連絡する他のシステムも公知である。
【００１１】
（SE 509 435に対応する）WO 98/52379では、移動通信システムにおける移動局の地理的
位置を決定する方法が開示されている。本発明の目的は、ユーザーの意志に反し移動局の
位置が第三者によって確定されることを防止するように、その移動局のユーザーの完全性
を保護することである。この点については、移動局の地理的位置の決定に対する要求と一
緒に、使用許可（authorization）のチェックが実行される。地理的位置は、見つけよう
とする移動局に対する使用許可が判ったときにのみ決定される。この使用許可の制御には
、移動局のユーザーが、そのユーザーの移動局MSの位置が、第三者の側で決定されること
に許可を与えたことをチェックすることが含まれる。使用許可のチェックには、或る第三
者だけに移動局の地理的位置を連絡してもよいという条件が含まれる。本発明によれば、
完全性の保護が用意されている。移動局の位置に関する情報は、情報のさらなる転送を決
定する所定のパラメータを基準として処理される。第２の移動局の位置を基準とした情報
の処理は実行されない。
【００１２】
US 5,835,907は、パーソナル通信サービス（PCS）に割り当てられた周波数で動作し、全
地球測位システム（GPS）技術を使用して、加入者の正確な位置を定期的に決定する無線
通信装置を教示している。この装置は、格納と、後で全地球情報システム（GIS）のソフ
トウエア・アプリケーションによる検索のため、位置情報をデータベースに送る。GISは
、緯度／経度の組み合わせで示された位置情報を、ユーザーに判りやすい、ブロック、町
、都市などの分類に変換する。装置の緊急ボタンがアクティブになっていると、加入者の
位置の分類は、自動的に緊急サービスおよび／または指定された関係筋に自動的に伝達さ
れる。本発明は、２つまたはそれ以上の移動機装置（mobile unit）の相対的位置づけと
、位置情報に関する情報交換については考慮していない。
【００１３】
（発明の要約）
本発明の１つの目的は、移動通信ネットワークにおいて、望ましくはネットワークを介し
て、望ましくはネットワークの加入者に拡張したサービスを簡単に提供する装置を提供す
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ることである。前記拡張サービスには、移動通信ネットワークの少なくとも何人かの加入
者に関する特別な情報を含むデータベースが含まれる。
【００１４】
本発明の他の目的は、移動通信ネットワークの加入者に、同一または他の移動通信ネット
ワークの望ましくは選択された他の加入者について構成された情報を提供することである
。望ましくは、この情報は、移動局（加入者）の位置とその移動局の状態に関するさらな
るデータを含む。この位置情報には、捜している移動局に関する捜される側の移動局の絶
対位置が含まれているという利点がある。
【００１５】
本発明のさらなる他の目的は、不要で費用のかかるトラヒックの量を減らすことである。
本発明の他の目的は、移動電話機内のインテリジェントなアドレス帳に、該アドレス帳の
自動更新とともに、コンピュータへの接続の可能性を提供することである。
【００１６】
本発明の重要な利点は、「通信以前（pre-communication）」の状態の制御を可能にする
ことにより、より効率的な通信を提供することである。或る人が連絡を取りたい人物が何
処にいるかということと、その人達の移動電話機の状態に関する知識を持っていると、適
切な時間に呼を発信することが可能である。
【００１７】
その上、本発明は、GSM事業者に対するサーバーを使用した解決方法となりうるとともに
、該事業者が、そのネットワークの既存の情報を加入者に提供することを支援する。事業
者等のネットワークを介して情報を簡単に転送する代わりに、事業者等は、加入者に有用
となりうる情報を発生することができる。
【００１８】
最後に、本発明は、通常のwebインターフェースとともに短メッセージ・サービスと無線
アプリケーション・プロトコル（WAP： Wireless Application Protocol）をサポートし
ているので、エンドユーザーは、すべての既存と将来のGSM移動電話機とともに、（MC 21
8、R320およびR380のような）最新のエリクソンの移動機装置を用いてアイパルス・ロケ
ーター（iPulse Locator）を使用することができる。ユーザーは、ユーザーのリストの更
新と、リスト上のweb情報を検索するために、通常のインターネット接続を使用すること
もできる。
【００１９】
このため、当初説明した装置は、前記位置決め手段と、前記第１の移動局の位置を基準と
した前記位置データを処理し、前記第１の移動局に前記第２の移動局の位置情報を提供す
る手段とから受信した、前記アクティブになった第１と第２の移動局に関する位置データ
を格納するためのデータ格納装置を含む。望ましくは、前記位置の処理は適応型である。
データ格納装置は、第２の移動局と、追加移動局と対応する加入者について実質的につく
られたリストを含む。データ格納装置は、メモリ装置、データベース等から構成される。
【００２０】
装置への呼を減らすことができるために、装置は、前記第２の移動局の状態を検出するさ
らなる手段を含む。望ましくは、前記状態は、前記第２の移動局の話し中状態／遊休状態
、および／または接続された状態／切断された状態を含む。拡張された情報の場合、前記
データ格納装置は、前記加入者の興味、年齢、友人および親戚に関する情報と医療情報（
medical information）を更に含むという利点がある。
【００２１】
望ましくは、前記データ格納装置の内容の少なくとも選択された一部は、前記第１の移動
局に送信されて表示される。１つの好適実施例におけるこの送信は、前記第１の移動局が
移動通信ネットワークに接続されると実行される。しかし、前記第１の移動局のユーザー
の要求があるとこの送信を実行することができる。送信と表示をする場合、移動局は、情
報の転送と表示のための、アンストラクチャード・サプリメンタリ・サブスクライバ・デ
ータ（Unstructured Supplementary Subscriber Data：USSD）のテキスト表示、短メッセ
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ージ・サービス（SMS）、ジェネラル・パケット・ラジオ・サービス（General Packet Ra
dio Service：GPRS）が提供される。
【００２２】
１つの好適実施例では、上述したリストには、公開データ部と秘密データ部がある。
【００２３】
１つの最も好適な実施例では、移動通信ネットワークはセルラー移動通信ネットワークで
あり、望ましくは、移動通信用グローバル・システム（GSM）パーソナル通信サービス（P
DC）またはデジタル・アドバンスト・モバイルホン・サービス（DAMPS）またはセルラー
・デジタル・パケット・データ（CDPD）の１つである。移動局の位置は、外部の位置決め
装置、全地球測位システム（GPS）またはGLONASS（地球軌道衛星航法システム：Global'n
aya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema）を使用して決定されるという利点がある。
【００２４】
GSMまたは類似のネットワークでは、移動局は移動機装置と識別装置を含む。ここで識別
装置は加入者識別モジュール（SIM）および／または指紋装置（FPC）および／または一意
の電話機体番号である。
【００２５】
本発明によれば、第１と第２の移動局に対する無線リンクを制御する基地局サブシステム
、移動体通信交換局を含むネットワーク・サブシステム、ホーム・ロケーション・レジス
タとビジター・ロケーション・レジスタ、移動機装置と加入者識別モジュールを含む各移
動局を含む移動通信ネットワークが示されている。このネットワークは、前記位置決め手
段と、前記第１の移動局の位置を基準とした前記位置データを処理し、前記第１の移動局
に前記第２の移動局の位置に関する情報を提供する手段とから受信した前記アクティブに
なった移動局に関する位置データを格納するためのデータ格納装置を更に含む。望ましく
は、データ格納装置が前記ネットワーク・サブシステムに配置されると、制御装置も、前
記ネットワーク・サブシステムに配置される。１つの有利な実施例では、データ格納装置
は、前記ホーム・ロケーション・レジスタまたはビジター・ロケーション・レジスタに統
合される。その上、制御装置は、前記移動体通信交換局に統合される。
【００２６】
高精度で位置を決めるために、移動局の位置は、接続中の基地局を見つけること、および
／または信号強度を測定すること、および／または時間を進めた測定（time advanced me
asurement）、および／または三角測量を通じて決定される。
【００２７】
本発明によれば、第１の移動局、第２の移動局、基地局装置、前記基地局装置を制御する
制御手段、前記第１と第２の移動局の位置を見つける手段を含み、前記第１の移動局は捜
す側の移動局であり、前記第２の移動局は捜される側の移動局である移動通信ネットワー
クに拡張された情報を提供する方法であって、前記第１と第２の移動局の位置を引き出す
ステップと、前記第１と第２の移動局の位置を処理するステップと、前記第１の移動局を
基準として、前記第１と第２の移動局の位置を、前記第２の移動局のロケーション・ポジ
ションを表すためにつくられた形式に構成するステップとを含む。
【００２８】
（１つの実施例の詳細な説明）
以下、添付の図面を参照して、本発明を詳細に説明する。セルラー移動通信ネットワーク
、特に移動通信用グローバル・システム（GSM）型のネットワークに言及して本発明の一
実施例を説明する。しかし、例えば、パーソナル・デジタル・セルラー（PDC）、デジタ
ル・アドバンス・トモバイルホン・サービス（DAMPS）など、本発明を実行する適切な手
段を備えたあらゆる移動通信ネットワークにおいて本発明を実施できることは、当業者に
明らかである。
【００２９】
図１によれば、本発明を実施する移動通信ネットワーク10が全体として示されており、こ
の移動通信ネットワークは、N個の基地局（BS）12または基地局コントローラ（BSC）、移
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動通信ネットワーク・レジスタ（MNR）13、位置レジスタ（PR）14および他のネットワー
ク、データベース、交換機（15）などと交信する移動体通信交換局装置（MTS）11を含む
。MTS11は、BS12を介して移動局（MS）17と交信する。MNR13は、本発明通りに実施されて
いる拡張情報データベース（IDB）16と交信する。IDBについては後で詳細に説明する。
【００３０】
望ましくは、図４に示すように、インターフェース15は、以下に対するインターフェース
、すなわち、
－　例えばTCP/IPのFTPを介したCDR;課金GWがない場合のCDR;構造化ASCII ASN.1、課金GW
がある場合のCDR、BER、固定サイズのISO、固定サイズのPACKED、固定またはトークンが
分離したASCII、混合フォーマット、
－　例えば、TCP/IP上のRMIを介した事業者のインターフェース、
－　例えば、SEMA社によるSMS（-C）：TCP/IPおよびX.25上のUCP、OIS：TCP/IPおよびX.2
5上のCMG、UCP、ALDICSON社によるTCP/IPおよびX.25上のSMPP、ノキア社のTCP/IP上のCIM
D2、EMX社のTCP/IP上のCAPII、
－　MPS：例えばエリクソン社によるTCP/IP上のHTTPまたはHTTPS、
－　例えばE1のMAPを介したトリガー用HLR：エリクソン社がエンハンスしたINAP、
－　例えばTCP/IPによるInternet、
－　例えばWAPのGWが含まれる場合のPSTN：IP上のUDP、CSDアクセス・サーバー、エリク
ソン社のTIGRISのUDPまたはシスコ社のCalling-Station-Idを含むRADIUS、
－　その他
を含むことができる。
（CDR：コ－ル・ディテール・レコーディング（Call Detail Recording）、FTP：ファイ
ル転送プロトコル（File Transfer Protocol）、TCP/IP：伝送制御プロトコル／インター
ネット・プロトコル（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）、GW：ゲー
トウエイ（Gateway）、RMI：リモート・メソッド・インボケーション（Remote Method In
vocation）、OIS：開放型システム間相互接続（Open information System）、SMPP：短メ
ッセージ・ピアー・ツー・ピア（Short Message Peer to Peer）、UDP：ユーザー・デー
タグラム・プロトコル（User Datagram Protocol）、CSD：コーディネイテッド標準ドキ
ュメント（Coordinated Standard Document）、HTTP：ハイパーテキスト伝送プロトコル
（Hyper Text Transport Protocol）、PSTN：公衆電話交換網（Public Switched Telepho
ne Network）、INAP：インテリジェント通信網アプリケーション・プロファイル（Intell
igent Network Application Profile）、MAP：移動通信アプリケーション部（Mobile App
lication Part））
【００３１】
異なるネットワーク間のローミングも可能である。
【００３２】
MS17の位置に関する情報は、BS12または位置決めシステム18から受信される。インターネ
ット、イントラネットなどのような他のネットワークとの接続を設定して、データを検索
したり送ったりする適切なゲートウエイ（示さず）を通じてIDBにアクセスすることも可
能である。
【００３３】
本発明のGSMネットワークへの統合を図２に模式的に示す。GSMネットワーク２０は、３つ
の主要な部分に分割可能ないくつかの機能的実体（functional entities）から構成され
ている。移動局（MS）17は加入者によって携帯される。基地局サブシステム（BSS）22は
、MSとの無線リンクを制御する。主要な部分が移動体通信交換局（MSC）11であるネット
ワーク・サブシステム（NS）23は、移動ユーザー間の呼と、移動ユーザーと、例えば、公
衆電話交換網（PSTN）、デジタル総合サービス網（ISDN）、パケット交換公衆データ網（
PSPDN）、回線交換公衆データ網（CSPDN）等を含む、固定ネットワークのユーザーとの間
の呼の交換を実行する。MSC11は、移動可能性の管理運用も取り扱う。ネットワークの適
切な運用と設定を監視する運用管理センタ（示さず）など他の機能的ブロックも存在する
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。MS17とBSS22は、エア・インターフェースつまり無線リンク24を介して交信する。BSS22
は、ケーブルまたは無線リンク等を介してMSC11と交信する。
【００３４】
MSは移動機装置（mobile unit）21（端末）と加入者識別モジュール（SIM）25から構成さ
れる。一般にスマートカードとして知られているSIMは、特別な端末であるか否かに関係
なく、ユーザーが加入したサービスにアクセスできるように、個人の移動可能性を提供す
る。他のGSM端末にSIMカードを挿入することにより、ユーザーは、その端末で呼を受信し
、その端末から呼を発信し、加入した他のサービスを受けることができる。指紋装置（FP
U）および／または特殊なハンドセットまたは特殊な電話機アドレスをアクティブにするP
INコードに対応する一意の電話機体番号のような他の識別装置も、個別にまたは組み合わ
せて使用することができることは明らかである。
【００３５】
MSは、国際移動機装置識別番号（IMEI：International Mobile Equipment Identity）に
よって一意に識別され、SIMカードに格納されることは、その加入者をシステムに識別さ
せるために使用する国際移動加入者識別番号（IMSI：International Mobile Subscriber 
Identity）、認証用秘密キーおよびその他の情報である。IMEIとIMSIは相互に無関係なの
で、個人が移動できることを可能にする。SIMカードは、パスワードまたは個人の識別番
号等によって許可無く使用されることを防止することができる。
【００３６】
BSS22は、基地局トランシーバー（BTS）26と基地局コントローラ（BSC）12を含む。BTS26
は、呼を定義し、MS17に対する無線リンクのプロトコルを処置する無線トランシーバーを
備えている。BSC12は、１つまたはそれ以上のBTSの無線資源を管理し、無線チャネルの設
定、周波数ホッピングおよび当業者には公知のハンドオーバーを処理する。
【００３７】
上述のとおり、NSの中心要素は、MSC11であり、MSC11は、例えばPSTNまたはISDNの正規の
交換ノードの機能を果たすとともに、登録、認証、位置更新、ハンドオーバーおよびロー
ミング加入者への呼の経路選択など、サービス全体にわたる移動加入者の処理に必要な機
能のすべてを提供する。ホーム・ロケーション・レジスタ（HLR）13.1とビジター・ロケ
ーション・レジスタ（VLR）13.2は、MSCと一緒になって、GSMネットワークの呼・経路選
択機能およびローミング機能を提供する。
【００３８】
ネットワークでは、移動局の位置は、その移動局に関連するVLR13.2の信号アドレス（sig
naling address）の形であることが一般的である。論理的に、GSMネットワークごとに１
つのHLR13.1があるが、HLRを分散データベースとして実施してもよい。望ましくは、位置
決めは、移動局がアクティブの時に、つまり遊休、話し中等を含むスイッチがオンの状態
で実行される。
【００３９】
VLR13.2は、そのVLRで制御される地理的区域内に現在位置している各移動機ごとの、呼の
制御および加入者サービスの準備に必要なHLRからの選択された管理情報を含む。一般にV
LRは、MSCと一緒に実施されるので、MSCによって制御される地理的区域は、VLRで制御さ
れる地理的区域に対応する。MSCは特定の移動局17に関する情報を持っておらず、この情
報はロケーション・レジスタ内に格納されている。
【００４０】
認証およびセキュリティのために、装置識別レジスタ（EIR：Equipment Identity Regist
er ）13.3と認証センタ（AuC：Authentication Center）が配置されている。
【００４１】
本発明によれば、NS23は、IDB16と制御装置（CA）27を含む。IDBは、望ましくはネットワ
ーク、つまりネットワーク事業者によって提供されている拡張サービスに加入した結果と
して、加入者に関する拡張情報を含む。IDBには、加入者の興味、年齢、友人と親戚、（
例えば、加入者をオンラインで監視した結果としての）加入者に関する医療情報、MSの状
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態、MSの位置等の情報を含めてもよい。状態の情報は、実質的に話し中／遊休、接続され
ている／切断されている、移動機装置の技術的問題（バッテリの状態、故障等）に関する
情報を含む。加入者の許可を得ることにより、すべての情報または一部の情報を格納する
ことができることは明らかである。その上、「転送」の警告をデータベースに格納して、
捜されている加入者が回線を転送したことと、位置情報が消失したか、あるいは信頼でき
ないことをユーザーに知らせることができる。
【００４２】
MSの位置は、例えば、外部の位置決め装置18と全地球測位システム（GPS）、GLONASS（地
球軌道衛星航法システム）等を使用し、接続中の基地局と信号強度および／または時間の
進みの決定を見つける手段による既知の方法を介して決定される。しかし、好適実施例で
は、（MSがいくつかのセルつまりBSから到来した場合は）GSMネットワークの資源、接続
中の基地局の位置を見つけること、信号強度の測定、時間の進みの測定および／または三
角測量を使用して、MSを捜し出す。しかし、好適実施例では、MSを捜し出すことは、例え
ば、呼／通話（回線交換または他の型式の通話接続）を設定する必要なしに、接続中の基
地局を介してネットワークによって実行される。換言すると、必要な呼を開始する前に、
通信に先立つ位置決めと状態の検索が実行される。移動局17自体は、（例えばGPS受信器
などの）位置決め装置を供給されうるので、MSCに位置を伝達することができる。
【００４３】
GSM通信網においては、電源がオンになっているMSは、セルのPAGCHチャネルを介して送ら
れる一斉呼び出しメッセージによって、着信呼のあることの知らせを受ける。複雑さを回
避するため、GSMのセルは、ロケーション・エリアにグループ化される。したがって、ロ
ケーション・エリア間を移動中の場合は、メッセージを更新することが要求され、現在の
ロケーション・エリアのセル内で移動局が一斉に呼び出される。
【００４４】
位置更新手順と、それに続く呼の経路選択は、MSCとロケーション・レジスタ、HLR、VLR
を使用する。移動局が新しいロケーション・エリアでオンにスイッチされると、つまり、
その移動局が新しいロケーション・エリアまたは異なる事業者の公衆地上移動ネットワー
ク（PLMN：Public Land Mobile Network）に移動する場合、移動局は、そのネットワーク
に登録して、自身の現在位置を示さなくてはならない。通常の場合、位置更新メッセージ
が新しいMSC/VLRに送られると、MSC/VLRは、ロケーション・エリアの情報を記録し、その
加入者のHLRに位置情報を送る。そうするとHLRはその情報をIDBに転送するか他のネット
ワークに送信し、この機能が設けられていればIDBを更新することができる。
【００４５】
信頼性の理由から、GSMは定期的位置更新手順を備えている。本発明から見ると、位置更
新手順は、もっと詳細に実行されるだけでなく、該当する基地局を示すだけよりも正確な
位置決めをするように拡張されることは勿論である。HLRまたはMSC/VLRが故障すると、デ
ータベース内の各移動機のレジスタを同時に更新することはオーバーロードを惹起する。
したがって、GSM規格によれば、位置を更新することが生起するたびにデータベースが更
新される。要求に応じて、更に詳細な位置決めを実行してもよい。定期的更新と、定期的
更新の間の時間周期を実行可能にすることは、オペレーターによって制御されるので、こ
れは信号トラヒックとリカバリの速さとのトレードオフである。更新時間後も移動機装置
が登録しない場合は、その移動機装置の登録が削除され（そしてデータベースから削除さ
れ）る。
【００４６】
位置更新に関する手順は、ISMIの「接続（attach）」と「分離（detach）」である。分離
は、移動局に到達することが不可能であることをネットワークに知らせ、不必要にチャネ
ルを割り当てたり一斉呼び出しメッセージを送ったりすることを回避する。接続は、位置
更新に似ており、移動局に再度到達可能であることをシステムに知らせる。オペレーター
は、望ましくは個々のセルごとに、ISMIの接続／分離を処理する。
【００４７】
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無線媒体は誰からでもアクセスできるので、ユーザーの認証は、移動通信ネットワークの
非常に重要な機能である。認証は、SIMカードの手段とAuC13.4の手段によって実行される
。各加入者は、SIMカードに格納されている１つのコピーとAuCに格納されているもう１つ
のコピーである秘密キーが与えられる。認証は、当業者に公知の方法で実行されるので、
ここで詳細を述べることは省略する。
【００４８】
登録と認証の結果、つまり肯定的な結果は、加入者が接続されていることであり、これは
IDBに周知され、IDB中では遊休（または話し中）と表示される。
【００４９】
位置と状態の情報は、GSMの制御チャネルを介して提供されることが望ましい。
【００５０】
一実施例ではIDB16は、（例えば、CA27によって準備された）各加入者ごとのリスト、い
わゆる「友達リスト（Buddy-list）」を含む。各友達リストは、特定の加入者（クライア
ント）の友達リストの（加入者の許可を得ていることと、加入者によって提供された情報
という見地から明らかに）メンバーとして選択されている加入者に関する選択された情報
を含む。
【００５１】
望ましくは、ネットワークは、例えば、IMSIを使用して加入者の位置情報と状態情報を引
き出すことにより、友達リストを更新するように構成される。
【００５２】
CA27は、例えば、時間帯、日中と夜間の情報、国、地域等の決定された位置によって決ま
る、さらなるデータをデータベースに提供するように構成されうる。加入者Aが加入者Bに
関する情報を捜していると想定すると、位置の処理は以下に示すように実行される。位置
を処理する手順は、AおよびBから来るデータとAおよびBへ格納されるデータを比較し、比
較の結果と、例えば、データベースに格納されたさらなる情報とにもとづいて、適切な位
置の表示が発生し、Aの移動局に送信されて表示される。この処理を適応型にすることが
できる。つまり、データが処理されると、例えば、国、都市、場所等に分割されたいろい
ろなレベルに分類される。例えば、Aがスエーデンに居て、Bがフランスに居るとすれば、
位置は「フランス」として与えられ、Aがフランスに居るとすれば、位置は、例えば、パ
リで示され、Aがパリに居るとすれば、例えば、「コンコルド広場」等、街区の名前で位
置を示すことができる。「位置」は好みによる表現形式であるが、捜されている加入者の
、より正確な位置を提供することが可能なことは明らかである。一実施例では、MS間の距
離を表すための感受性の閾値を設定することも可能である。地図（web上の地図）、WAPデ
ータ、データに適したブラウザ等を介して図形で表すことも可能である。
【００５３】
位置情報機能の他の態様は、発呼者が相手までの距離を気にするように、料金の高い長距
離市外通話の回数を、位置情報機能が減らすことができることである。通話料に関する追
加情報を提供できることも明らかである。
【００５４】
IDB16は、外部のデータベースとして説明され、図示されているが、IDB16をHLRまたはVLR
の一部として実施し、CA27をMSCに統合してもよい。
【００５５】
ネットワーク内で本発明を実施することは、移動機装置の機能を向上させることが必要で
ある。最も簡単な形式の場合、移動機装置は、情報つまり友達リストを表すためにアンス
トラクチャード・サプリメンタリ・サブスクライバ・データ（USSD）のテキスト表示が設
けられている。一実施例では、望ましくはMSの型式で決まる位置決め情報と状態情報が、
アンストラクチャード・サプリメンタリ・サブスクライバ・データ（USSD）、短メッセー
ジ・サービス（SMS）、ジェネラル・パケット・ラジオ・サービス （GPRS）、無線アプリ
ケーション・プロトコル（WAP）等の手段によって送信される。WAPは、全２重のデータグ
ラム・サービスをベアラーネットワークから要求するが、GSM USSDは、そのようなサービ
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スを提供していない。その代わり、GSM USSDは、GSMネットワークにおける移動電話機と
ノードの間で短いテキスト・ストリングを転送するように設計された２方向・交互対話型
サービスを提供している。したがって、本発明を実施する通信ネットワークと移動局の型
式によってプロトコルの使用を決めることができる。
【００５６】
ネットワーク事業者とクライアントとの間のアプリケーション・プロトコルは、
－　サーバーが友達リストの所有者である場合の、サーバーと多数のクライアント。リス
トの見出しと概要は、ユーザーが定義することができる。
－　望ましくは、クライアントがオンラインであるときにクライアントを更新すること。
接続が消滅すると、更新時に、例えば、アイコンを介してユーザーに連絡が送られる。ク
ライアントがアクティブになったときとユーザーが要求したときに更新を実行することが
できる。
－　（リスト上の誰かに対して動作可能になった場合の）友達リストの状態の変化。
－　位置、移動局の状態、およびクイックメール（QuickMail）（統一されたメッセージ
、つまり音声、テキストまたはクイックメール）のようなその他の機能とクイックメール
の状態（メッセージを読む受け取り手のための受け取り）。
－　「友達」に関するさらなる情報（公開データの一部）、例えば、（URLリンクを介し
た）「友達」のアプリケーションへのアクセスや開始を容易にするために、その「友達」
が使用するアプリケーション。
－　各情報項目を利用不能にする可能性。
－　情報を変更する可能性。
－　上述のとおり、相対距離によって決まる位置の精度。
－　メールの発信元が信頼できることを保証するための、セキュリティ。
－　他の拡張サービス事業者への接続。
－　（Mirabilis社によって供給されている）ICQのような、他のシステムへの接続。
－　クライアントが、EPC PDA、新型式の移動局、CE PDA,、WAP電話機、またはMSに統合
されたPDAを使用する可能性。
－　ユーザーが公開データを定義することを可能にすること。望ましくは、ユーザーが定
義したデータには、プッシュ・データ（push data）とデータ・オン・リクエスト（data 
on request）の２つの種類がある。ユーザーは、何らかのデータの種類を選ぶことができ
る。プッシュ・データとは、データを用いて移動機装置を更新するネットワークのことで
あり、データ・オン・リクエストとは、クライアントの更新に対する要求のことである。
－　このために、より速い速度の他のチャネルを始動するコマンド。
－　他の加入者が、自身の友達リストにユーザーを追加した場合の追加連絡と、この挿入
を受容または拒否する可能性。
－　他の加入者を挿入しようとする前に、常に受容／拒否される人物のリストを持ってい
る可能性。
を処理する。
【００５７】
好適実施例では、MSCとクライアントの間の通信は、タグとストリングを含むテキスト・
メッセージによって実行される。この場合、各メッセージは、移動加入者ISDN番号（MSIS
DN）と演算から構成される。したがって、このインターフェースは、パーソナル・デジタ
ル・アシスタント（PDA）とともに、USSD/SMS端末にも適している。
【００５８】
図３は、「友達（Buddies）」、つまり特別な順位で見られる加入者が入っている「友達
リスト」の実施を示す。友達構造体30には、例えば、全加入者に利用可能な公開データ31
と、例えば、友達リスト内の人物に関する注釈のような、秘密な個人データとがある。
【００５９】
公開データには、ニックネーム、MSISDN、アイコン（音響／テキスト／絵）、位置、位置
の状態、電話機の状態、電子メールのアドレス、ICQナンバー、挨拶と、名前、職業、学



(13) JP 4970655 B2 2012.7.11

10

20

30

歴、身元保証人（references）、性別、興味、年齢、身長、体重、毛髪の色／瞳の色、住
所、職業の詳細、ホームページ、地域の事情、ユーザーが定義した項目、例えば、名詞の
一部等のような個人データとを含めることができる。大多数の入力項目が強制ではないこ
とは勿論である。
【００６０】
友達リストの所有者の秘密データには、種類の属性（親友、他人には紹介しない親友（cl
osed friend）、友人、同僚）、履歴（タイムスタンプのある送信メッセージと受信メッ
セージ）、送信した（電子メールに変換可能な）クイックメール、友達に関する秘密の注
釈（公開されないデータであり他人に知られることがないデータ）等を含めることができ
る。
【００６１】
ユーザーは、位置を示すデータ、電話機の状態を示す設定と、その他の設定、端末の型式
、公開データと友達に関するような非公開データを含む。
【００６２】
通常のwebブラウザを介して、いかなる型式のインターネット接続上のアプリケーション
にもアクセスすることが可能である。図５に示すとおり、ブラウザは簡単なアイコンを用
いて情報を提供することができる。
【００６３】
望ましくは、本発明のアプリケーションを通じて検索される情報を提供するために、SMS
を処理できる全型式のGSM移動電話機を使用することができる。それだけでなく、WAPが可
能なGSM移動電話機は、より良いユーザー・インターフェースと、各種機能への容易なア
クセスを提供することができる。図６に示すように、情報の表現を減らすために記号を使
用することができる。
【００６４】
本発明は、ここに示し説明した実施例に限定されるのではなく、添付の特許請求の範囲を
逸脱することなく、多数の方法で変更され、本発明の装置と方法は、用途、機能単位、ニ
ーズおよび要求条件によって決まるいろいろな方法で実施されうる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明を実施するネットワークの主要部分の模式的ブロック図を示す図。
【図２】　本発明を実施するGSMネットワークを模式的に示す図。
【図３】　本発明によるデータ構造の模式的ブロック図を示す図。
【図４】　本発明の装置に対するインターフェースのブロック図を示す図。
【図５】　webブラウザのインターフェースのイメージを示す図。
【図６】　本発明を実施する移動電話機のイメージを示す図。
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