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(57)【要約】
　無線通信システムにおいて、発信者の氏名の表示を提
供するシステムおよび方法。この方法は、携帯型装置に
て発信電話番号を受信するステップと、その発信番号を
携帯型装置に記録するステップと、その発信番号のため
の氏名の検索要求を携帯型装置からサーバに送信するス
テップと、その発信番号に対応する氏名を含んだ応答を
サーバから受信するステップと、その氏名を記録するス
テップと、同じ発信番号を有する着信を受けたときにそ
の氏名を表示するステップとを含んでいる。このシステ
ムは、ディスプレイと、メモリと、プロセッサとを有す
る携帯型装置を含んでいる。このシステムはメモリに発
信電話番号を記録し、氏名の検索要求をサーバに送信し
、発信電話番号に対応する氏名を含んだ応答を受信して
記録し、同じ発信番号を有する着信を受けたときにその
氏名を表示するように構成されたソフトウェアモジュー
ルをさらに含んでいる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯型無線通信システムの中で発信者の氏名を表示するためのシステムであって、
　メモリと、前記メモリとデータ通信するプロセッサと、前記プロセッサと信号通信する
ディスプレイと、前記プロセッサと信号通信するネットワーク接続手段と、を有する携帯
型無線装置と、
　前記メモリ内に記録されており、前記プロセッサによって操作可能であるソフトウェア
モジュールと、
を備えており、
　前記ソフトウェアモジュールが、
　　前記メモリの中にネットワークページの一部として含まれる、以前に受信された発信
電話番号を記録するように構成されている第１コンポーネントと、
　　サーバに前記発信電話番号のための氏名の検索要求を送信するように構成されている
第２コンポーネントと、
　　前記サーバからの前記検索要求に対するものであって、前記発信電話番号に対応する
氏名を含んでいる応答を受信するように構成されている第３コンポーネントと、
　　前記メモリに、前記発信電話番号に対応する受信された前記氏名を、前記発信電話番
号と関連づけて記録するように構成された第４コンポーネントと、
　前記ディスプレイを使用して前記氏名を表示するように構成されている第５コンポーネ
ントと、
　を備えていることを特徴とするシステム。
【請求項２】
　第１コンポーネントは、メモリの中に、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）ネットワー
クのネットワークページの一部として含まれる、以前に受信された発信電話番号を記録す
るように構成されていることを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　第１コンポーネントは、メモリの中に、携帯電話通信のためのグローバルシステム（Ｇ
ＳＭ）ネットワークのネットワークページの一部として含まれる、以前に受信された発信
電話番号を記録するように構成されていることを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　第４コンポーネントは、更に、接触者リストに、受信された前記氏名を記録するように
構成されていることを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　ソフトウェアモジュールは、更に、発信電話番号に対応する記録された前記氏名を取得
するために、前記発信電話番号を使用して携帯型装置内で検索プロセスを実行するように
構成された第６コンポーネントを備えていることを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　ソフトウェアモジュールは、更に、受信された発信電話番号が、携帯型装置内の氏名と
、既に関連付けされているか否かを決定するように構成された第７コンポーネントを備え
ており、
　前記第７コンポーネントが、前記受信された発信電話番号は既に前記携帯型装置内の氏
名と関連付けられていると判断した場合には、前記第２コンポーネントが氏名の検索要求
を送信しないように設定されており、前記第２コンポーネントが前記検索要求を送信しな
ければ、第３コンポーネントと第４コンポーネントは動作しないように構成されているこ
とを特徴とする請求項５記載のシステム。
【請求項７】
　ソフトウェアモジュールが、更に、
　サーバから更新された発信者の氏名を受信するように構成された第８コンポーネントと
、
　前記更新された発信者の氏名をメモリに記録するように構成された第９コンポーネント
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と、
を備えていることを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項８】
　ソフトウェアモジュールが、第８コンポーネントと第９コンポーネントとが動作する前
に、サーバに更新された発信者の氏名の要求を送信するように構成された第１０コンポー
ネントを備えていることを特徴とする請求項７記載のシステム。
【請求項９】
　携帯型無線通信システムにおける発信者の氏名の表示のための方法であって、
　メモリと、ディスプレイと、前記メモリおよび前記ディスプレイと信号通信するプロセ
ッサとを有する無線携帯型装置にて電話番号を取得するステップと、
　前記電話番号を前記メモリ内に記録するステップと、
　前記電話番号のための氏名の検索要求を、前記携帯型装置からサーバに送信するステッ
プと、
　前記サーバから、前記送信された氏名の検索要求に対する、前記電話番号に対応する氏
名を含んだ応答を受信するステップと、
　前記電話番号に対応する受信された前記氏名を、前記メモリ内に前記電話番号に関連さ
せて記録するステップと、
　前記ディスプレイを用いて前記氏名を表示するステップと、
を備えていることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記無線携帯型装置にて取得された前記電話番号は、発信電話番号であることを特徴と
する請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記無線携帯型装置にて前記電話番号を取得するステップは、発信電話番号を含む第１
のネットワークページを受信するステップで構成されていることを特徴とする請求項９記
載の方法。
【請求項１２】
　前記氏名を表示するステップの前に、
　前記第１のネットワークページの中で受信された前記発信電話番号を含む第２のネット
ワークページを受信するステップと、
　前記発信電話番号に対応する記録された前記氏名を取得するために、前記発信電話番号
を用いて、前記携帯型装置の中で検索プロセスを実行するステップと、を更に備えている
ことを特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　受信された前記氏名は、接触者リストに記録されることを特徴とする請求項９記載の方
法。
【請求項１４】
　前記第１のページを受信した後であって、氏名の検索要求を送信する前に、受信された
前記発信電話番号が前記携帯型装置内の氏名と関連付けられているか否かを決定するステ
ップと、
　前記発信電話番号が氏名と関連付けられている場合、
　　氏名の検索要求の送信を避け、送信された氏名の検索要求への応答を受信し、前記発
信電話番号に対応する前記受信された氏名を前記メモリ内の前記発信電話番号に関連付け
て記録するステップと、
　　前記ディスプレイを用いて、前記発信電話番号と関連付けられている前記携帯型装置
内の前記氏名を表示するステップと、
を更に備えていることを特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１５】
　前記サーバから更新された氏名を受信するステップと、
　メモリ内に更新された前記氏名を記録するステップと、を更に備えていることを特徴と
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する請求項９記載の方法。
【請求項１６】
　更新された氏名を受信する前に、氏名の更新の要求をサーバに送信するステップを、更
に備えていることを特徴とする請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　更新された氏名は、記録された電話番号のための新しい氏名と、記録された氏名のため
の新しい電話番号のうちの少なくとも１つを含んでいることを特徴とする請求項１５記載
の方法。
【請求項１８】
　ネットワークページは、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）ネットワークで受信される
ことを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１９】
　ネットワークページは、携帯電話通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ）ネットワ
ークで受信されることを特徴とする請求項９記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に発信者の識別のためのシステム及び方法に関する。特に、無線通信
システムの中で発信者の氏名（名称、ネーム）を表示するシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在の無線携帯型（モバイル）通信システムにおいて、発信者の氏名（ＣＮＡＭ）デー
タは、典型的には、携帯型送受話器（ハンドセット）または携帯型端末（ＭＴ）に着信を
通知するネットワークのページリクエストと共に配信される。このＣＮＡＭ情報は、通話
が開始された時にネットワークのデータベースに照会され、その後に携帯の交換局（ＭＳ
Ｃ）から端末ＭＴに送られる。着信処理を担う端末ＭＴのオペレーティングシステム（Ｏ
Ｓ）層は、端末ＭＴのユーザに表示するために、発信者番号識別情報（ＣＮＩＤ）および
ＣＮＡＭ情報を復号する。ユーザは、その後通話を行おうとしている者のＣＮＡＭ情報お
よびＣＮＩＤ情報を見ることができ、その着信に応答するか、あるいは無視するかを決定
することができる。
【０００３】
　無線環境における発信者の識別情報の表示のためのこの手法には、いくつかの短所が存
在する。通信業者がこの技術を展開するためには、現在の通信システムでは、典型的には
莫大な社会基盤投資を必要とする。加えて、多くの携帯型端末は、改修しなければ無線ネ
ットワークから発信者の氏名の情報を受信して表示することができない。また、この方法
は、たとえ同一の発信番号からのものであっても全ての着信に対してＣＮＡＭデータベー
スに照会する必要があるであろう。これは欠点である。なぜなら、ＣＮＡＭデータベース
は通常は有料だからである。すなわち、データベースが照会されるか又はデータベースが
結果を提供する度に毎回料金が課される。
【０００４】
　携帯型送受話器から、電話番号に関連する氏名情報を取得するためにデータベースに照
会を行う技術は開発されているが、この技術はいくつかの不具合点を含んでいる。例えば
、特許文献１（ウールマン）は、氏名の検索（ルックアップ）プロセスを開始するために
、ユーザからの入力を要求する。特許文献１では、氏名の検索プロセスは、電話が着信す
る際よりもむしろ、電話を発信する前の発信者の氏名情報の表示に限定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第７，０８８，９９４号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、改修することなくほとんどの無線送受話器と互換性を有し、同一番号からの呼
び出しを受信するたびにデータベースに照会を要求することがなく、且つ動作のためにユ
ーザ入力を必要としない、無線通信システムの発信者の氏名表示システム及び方法が求め
られている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、無線通信システムの中で発信者の氏名表示を提供するためのシステムと方法
を提供する。本発明の好適なシステムは一つのディスプレイ（表示手段）と、一つのメモ
リと、一つのプロセッサとを有する携帯型装置を含む。このシステムはさらに、メモリ内
に発信した電話番号（発信番号）を記録し、サーバに氏名の検索要求を送信し、発信番号
に対応する氏名を含む応答を受信して記録し、発信番号と同じ番号からの着信があったと
きに、その氏名を表示するように構成されたソフトウェアモジュールを含む。
【０００８】
　好適な本発明の方法は、携帯型装置で発信した電話番号を受信し、携帯型装置にその発
信番号を記録し、その発信番号に関する氏名の検索要求（検索リクエスト）を携帯型装置
からサーバに送信し、そのサーバから発信番号に対応する氏名を含んだ応答を受信し、発
信番号と関連するその氏名を記録し、同一の発信番号からの着信があったときにその氏名
を表示する。
【０００９】
　本発明の更なる特徴によれば、本発明の方法は、氏名の検索要求を発信する前に、受信
された発信番号が、携帯型装置の中の氏名と既に関連付けられているか否かを決定するこ
とを含む。ここで、発信電話番号が既に携帯型装置の氏名と関連付けられていた場合には
、氏名の検索要求は送信されない。
【００１０】
　本発明のもう一つの特徴によれば、本発明の方法は、サーバから、発信者の氏名の更新
部分を受信し、携帯型装置に発信先の氏名の更新部分を記録することを含む。
【００１１】
　前述より理解されようが、本発明は無線通信システムで発信者の氏名表示を提供するシ
ステムと方法を提供する。
 
【００１２】
　本発明の好適で代替可能な実施形態は、以下の図面を参考にして以下で詳細に解説され
ている。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は本発明の一実施形態による、発信者の氏名表示を提供するシステムのネッ
トワーク環境を表すブロック図である。
【図２】図２は本発明の一実施形態による、図１のシステムのための追加的部分の詳細を
図示したブロック図である。
【図３】図３は本発明の一実施形態による、発信者の氏名の表示情報を提供する方法のフ
ロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、本発明の一実施形態に従って、ネットワーク環境で発信者の氏名表示を提供す
るシステム２０を示すブロック図である。システム２０は、例示的な一形態として、セル
ラー方式の無線電話送受話器のような、携帯型装置２２としても参照される、携帯型端末
（ＭＴ）２２を含む。ＭＴ２２は、ＭＴ２２と様々な他の装置との通信が有効な状態であ
る無線ネットワーク２４と、信号通信可能な状態にある。例えば、ＭＴ２２のユーザは第
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２のＭＴ２６のユーザと通信でき、また無線ネットワーク２４と無線信号の通信が可能な
状態にある。他の実施形態では、第２のＭＴ２６は、第１のＭＴ２２と通信を許可する第
２の無線ネットワーク（図示せず）と無線通信が可能な状態にある。一実施形態では、無
線ネットワーク２４は符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）ネットワークである。他の代替
可能な実施形態では、携帯電話通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ）ネットワーク
のような他の無線技術が利用できる。
【００１５】
　ＭＴ２２は、無線ネットワーク２４に相互接続（リンク）されている公衆電話回線網（
ＰＳＴＮ）３０に接続されている電話２８のような地上回線電話または他の装置とも通信
できる。この例において、無線ネットワーク２４とＰＳＴＮ３０の両方は、一つの例示的
な実施形態では、インターネットであるネットワーク３２にもリンクされているが、他の
実施形態においては、他の公衆ネットワークまたは私的ネットワークにリンクされること
ができる。これで、パケットデータプロトコルを活用して、ネットワーク３２に接続され
ている他の装置とＭＴ２２を通信させることができる。例えば、ＭＴ２２のユーザはネッ
トワーク３２に接続されているコンピュータ３４と通信できる。さらに、ＭＴ２２は、サ
ーバ３６がＭＴ２２に対して情報を提供できるよう、１以上の通信媒体を介してネットワ
ーク３２に接続されているサーバ３６と通信できる。
【００１６】
　サーバ３６は、サーバ３６がデータベース３８に照会し、ＭＴ２２に情報が提供できる
ように、データベース３８とデータの送受信が可能な状態である。この例では、ＭＴ２２
は、着信（呼び出し）がＭＴ２２に到着していることを示す無線ネットワーク２４からの
着信（呼び出し）電話番号を含むネットワークページを受信する。ネットワークページに
含まれる発信電話番号は、ＭＴ２２に記録される。その後、要求が、ＭＴ２２からサーバ
３６に、無線ネットワーク２４とネットワーク３２を経由して送信される。その際には、
その後に応答でＭＴ２２に戻される、発信番号と関連づけられた発信者の氏名を取得する
ために、発信番号を使用してサーバ３６がデータベース３８に照会することができるよう
、発信番号はパラメータとして利用される。その後、ＭＴ２２は、同一の発信番号が将来
のネットワークページでＭＴ２２により受信されたときに、発信番号と関連する発信者の
氏名がＭＴ２２のユーザに提供されるように発信者の氏名を記録する。一つの例示的な実
施形態では、通話者の氏名が、ＭＴ２２に含まれる通話者リストに、通話者番号と関連さ
れて記録される。ローカルな端末の中で通話者の氏名を通話者番号と関連させ、そして現
在の携帯型装置の多くのオペレーティングシステムに元々含まれる（ネイティブに存在す
る）ソフトウェアを活用して、この結果、通話者氏名と関連づけられた番号から着信があ
った場合に、接触者リストに含まれる通話者氏名を自動的に示すことは有利である。
【００１７】
　図２は本発明の一例示的な実施形態に従った図１のシステム２０のための追加的部分の
詳細を示すブロック図である。ＭＴ２２はディスプレイ４０、ディスプレイ４０と信号通
信するプロセッサ４２、プロセッサ４２とデータ通信するメモリ４４、プロセッサ４２と
信号通信する入力装置４６、およびプロセッサ４８とアンテナ５０との両方と信号通信す
るトランシーバ（送受信器）４８を含んでいる。本発明のいくつかの実施形態においては
、入力装置４６は数字キーパッドである。しかし、他の実施形態では、入力装置４６はキ
ーボード、スクロールホイールおよびポインティングデバイスを含む。または入力機能と
表示機能の両方に利用されるタッチスクリーンディスプレイと一体化させることもできる
。図示されている実施形態では、トランシーバ４０は単体装置である。しかし、他の実施
形態では、トランシーバは別体の送信器と別体の受信器とを含んでいることができる。メ
モリ４４は不揮発メモリを含むことができる。しかし、実施形態によっては、メモリ４４
は不揮発メモリと、取り出し可能なメモリカードのような他のタイプのデータ記録装置と
の両方を含むことができる。ソフトウェアモジュール５２はプロセッサ４２の運用のため
にメモリ４４に内蔵される。１つの例示的な実施形態では、ソフトウェアモジュール５２
は、クアルコム社の携帯電話用バイナリランタイムエンバイロンメントフォアワイヤレス
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（ＢＲＥＷ）を利用して符号化されたコンポーネントを含む。しかし、実施形態によって
は、ソフトウェアモジュール５２は、例えばサンマイクロシステムズ社のＪＡＶＡ（登録
商標）２マイクロエディション（Ｊ２ＭＥ）によるもののような異なる方法でコード化さ
れたコンポーネントを含む。ＭＴ２２に電力供給するための電源（図示せず）が使用され
る。
【００１８】
　煩雑化を回避するために図示はしないが、ソフトウェアモジュール５２は好適には複数
のコンポーネント（構成要素）を含む。一つの例示的な実施形態では、ソフトウェアモジ
ュール５２は、メモリ４４の中のネットワークページの一部として含まれる、以前に受信
された発信電話番号を記録するように構成されている第１コンポーネントと、パケットデ
ータプロトコルを利用して図１で示すサーバ３６にその発信電話番号のための氏名の検索
要求を送信するように構成された第２コンポーネントとを含む。一実施形態において、こ
のネットワークページは、ＣＤＭＡネットワークで受信される。しかし、他の実施形態で
は、このネットワークページはＧＳＭネットワークのような他の種類の無線ネットワーク
で受信される。
【００１９】
　好適には、ソフトウェアモジュール５２は、サーバ３６からの検索要求に対する応答を
受信するように構成された第３コンポーネントを含む。この応答には、発信電話番号に対
応する氏名が含まれる。好適には、ソフトウェアモジュール５２は、発信電話番号と関連
するメモリ４４に受信された氏名を記録するように構成された第４コンポーネントと、そ
の氏名と関連して記録された発信電話番号を含んだネットワークページが受信されたとき
に、ディスプレイ４０を使用して氏名を表示するように構成された第５コンポーネントと
を含む。一つの実施形態では、第４コンポーネントは、ＭＴ２２の接触者リストに受信さ
れた氏名を記録するように構成されている。しかし、他の実施形態では、受信された氏名
は、ＭＴ２２に提供されているコールログ（発信者履歴）及び／又は別体のデータベース
に記録される。
【００２０】
　代替可能な実施形態では、ソフトウェアモジュール５２は、第５コンポーネントが氏名
を表示する前に、発信電話番号に対応している記録された氏名を取得するために発信電話
番号を使用してＭＴ２２内で検索プロセスを実行するように構成された第６コンポーネン
トを含む。さらに、ソフトウェアモジュール５２は、第２コンポーネントが動作する前に
受信した発信電話番号がＭＴ２２内の氏名と既に関連付けられているか否かを決定するよ
うに構成された第７コンポーネントを含むことができる。この実施形態では、第７コンポ
ーネントが、受信された発信電話番号が既に氏名と関連付けられていると判断すれば、第
２コンポーネントは氏名の検索要求を送信しないように構成されている。逆に、この実施
形態では、第２コンポーネントが検索要求を送信しない場合には、第３コンポーネントと
第４コンポーネントは動作しないように設定されている。
【００２１】
　代替可能な他の実施形態では、ソフトウェアモジュール５２は、サーバ３６から更新さ
れた発信者の氏名を受信するように構成された第８コンポーネントと、その更新された発
信者の氏名をメモリ４４に記録するように設定された第９コンポーネントとを含む。ある
いくつかの実施形態では、ソフトウェアモジュール５３は、第８コンポーネントが動作す
る前に、サーバに発信者の氏名の要求を送信するように構成された第１０コンポーネント
をも含む。
【００２２】
　この実施形態では、システム２０はソフトウェアモジュール５２を含むが、他の実施形
態では、プロセッサ４４は、いずれかのソフトウェアモジュール５２のコンポーネント、
あるいはそれら全てのコンポーネントによって実施される機能を実行するように構成され
た１又はそれ以上の独立したモジュールまたは協働モジュールを含むことができる。
【００２３】
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　図３は、本発明の一実施形態による、発信者の氏名の表示情報を提供する方法６０のフ
ロー図である。方法６０は、決定ブロック６２で開始し、ここで携帯型装置（ＭＴ２２）
にて次のネットワークページが受信されたか否かの決定がなされる。次のネットワークペ
ージが受信されていない場合、この方法フローは、決定ブロック６０にとどまる。次のネ
ットワークページが受信されている場合には、この方法はブロック６４へと進み、図１と
図２に示すように、ここで発信電話番号を含んだネットワークページが、ＭＴ２２のよう
な携帯型装置で受信される。ネットワークページは、例えばＣＤＭＡネットワークで受信
可能である。代替可能な実施形態では、ネットワークページは、例えばＧＳＭネットワー
ク等の異なるタイプのネットワークで受信可能である。次に、ブロック６６で、発信電話
番号がメモリ４４に記録される。好適な実施形態では、発信番号は、記録される前にネッ
トワークページのデータから直接取得される。代替可能な実施形態では、発信電話番号は
、例えばＭＴ２２が通話記録の中でネットワークページに含まれる発信電話番号を記録し
た後に、別な供給元から取得される。
【００２４】
　次に、決定ブロック６８で、氏名が既にＭＴ２２内の発信番号と既に関連づけられてい
るか否かを決定する。氏名がＭＴ２２内の発信番号と関連づけられていないときには、方
法はブロック７０へ進み、ここで氏名の検索要求がサーバ３６等のサーバに送信される。
例えばこの検索要求は、パケットデータプロトコルを用いて送信できる。ブロック７０で
氏名の検索が完了し、その情報がＭＴ２２に送信される。ブロック７２では発信番号に対
応する氏名を含んだ応答が、ＭＴ２２でサーバ３６から受信される。次に、ブロック７４
で、氏名が発信番号と関連づけられてＭＴ２２にて記録される。この後、論理系統はその
後決定ブロック６２に戻る。
【００２５】
　もしも決定ブロック６８にて氏名が既に携帯型装置内の発信番号と関連付けられている
と決定された場合には、ロジックはブロック７６に進み、ここで携帯型装置にて氏名検索
が実行される。次に、ブロック７８にて、ＭＴ２２のユーザが表示された氏名の着信に応
答するべき否かを決定できるように氏名がＭＴ２２に表示される。メモリ４４内に維持さ
れ、プロセッサ４２とディスプレイ４０と関連し、好適には携帯型装置からの全ての着信
コールおよび発信コールを記録する通話ログは、ブロック７８に表示される情報の供給源
として使用されるであろう。方法６０のロジックはその後決定ブロック６２へ戻る。
【００２６】
　上述の実施形態では、決定ブロック６８とブロック７６とは異なるステップとして示さ
れている。しかし他の実施形態では、決定ブロック６８とブロック７６は、氏名の検索が
常に実行されるように単一のステップに結合することができる。この実施形態では関連す
る氏名が発見されない場合には、方法６０はブロック７０に進む。関連する氏名が発見さ
れた場合には方法はブロック７８に進む。上述の実施形態では、氏名は視覚的に表示され
ているが、代替可能な実施形態では、例えば合成音声で名前を発声して聴覚的にユーザに
通知することで、ユーザに対して通知を行う別な形態を使用することができる。
【００２７】
　代替可能な実施形態では、方法６０は更新プロセスをさらに含んでいる。この更新プロ
セスはＭＴ２２からサーバ３６に送られている更新の要求で開始する。この実施形態では
サーバ３６は、ＭＴ２２と他の携帯型装置のための発信電話番号および関連づけられた氏
名を含んだデータベースを維持するように設計されている。データベース３８は、データ
ベース３８プロバイダによって新しい情報が集められると、定期的に更新されるＣＮＡＭ
データベースである。定期的に、サーバ３６は、データベース３８内のリストとそのリス
トとを照合することで記録された発信番号リストと対応づけられた発信者の氏名とを更新
する。一実施形態では、サーバ３６は更新の要求の受信後にそのリストを更新する。代替
可能な実施形態では、サーバは所定の時間間隔でそのリストを更新する。サーバ３６が更
新の要求をＭＴ２２から受信すると、サーバは、サーバからＭＴ２２へ最後に送信された
以降に変更された、全ての発信番号と発信者の氏名組み合わせのための更新された発信番
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更新プロセスは、ＭＴ２２からの更新の要求によって開始されるが、代替可能な実施形態
では、サーバ３６は更新を自動的にＭＴ２２に所定の時間間隔で送信するか、サーバ３６
がそのリストをデータベース３８内に維持されているリストと比較した後、サーバ３６に
変化があったときに送信する。
【００２８】
　本発明の好適な実施形態について具体的に示して説明したが、上記で気づかれるように
、多くの変更が本発明の精神と範囲から逸脱することなく可能である。例えば、1つの代
替可能な実施形態では、システムと方法が決定ブロック６２で携帯型装置からの通話の発
信者番号に関連づけられた氏名を決定するように変更されｄるか、あるいは着信している
ネットワークページまたは発信通話のいずれかに関連づけられた氏名を決定するように変
更されてもよい。これらの実施形態では、ブロック６４で着信ネットワークページまたは
発信コールから番号が取得される。ブロック６６からブロック７８までのステップは上述
のように進行し、最終的に着信ネットワークページまたは発信コール番号のいずれかに関
連づけられた氏名を決定して表示する。従って本発明の範囲はそれら好適な実施形態によ
って限定されない。むしろ本発明は、本明細書の「請求の範囲」によってのみ決定される
べきである。
【符号の説明】
【００２９】
２０　　システム
２２　　携帯型端末
２４　　無線ネットワーク
２６　　第２の携帯型端末
２８　　電話
３２　　インターネット
３６　　サーバ
３８　　データベース
４０　　ディスプレイ
４２　　プロセッサ
４４　　メモリ
４６　　入力装置
５２　　ソフトウェアモジュール
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