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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第２のユーザ通信アプリケーションでの通信サービスの確立に関連して第１のユーザ通
信アプリケーションに対するデータ・オブジェクトを検索する方法において、
　前記第１のユーザ通信アプリケーションと前記第２のユーザ通信アプリケーションの間
の通信サービスに関係する誘発イベントの発生を決定するステップと、
　この誘発イベントに関連した通信サービス・アドレスを獲得するステップと、
　前記通信サービス・アドレスに関連したデータ・オブジェクトの要求であって、少なく
とも２つのパラメータ、すなわち、前記通信サービス・アドレスを表す第１のパラメータ
と、前記決定された誘発イベントを表す第２のパラメータとを有する要求を集めるステッ
プと、
　前記データ・オブジェクトの要求をデータ・オブジェクト・サーバに送るステップと、
　前記パラメータにかんがみて前記データ・オブジェクトまたはこのデータ・オブジェク
トの表示を前記データ・オブジェクト・サーバから受信するステップと、
　前記受信したデータ・オブジェクト又はこのデータ・オブジェクトの表示を処理するス
テップと、
　を前記第１のユーザ通信アプリケーションに有することを特徴とする方法。
【請求項２】
前記通信サービスの種類、前記通信サービスのサービス・プロバイダ又は前記第１のユー
ザ通信アプリケーションの登録国のような地理上の場所のいずれかは、前記データ・オブ
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ジェクト・サーバを決定し、又は前記データ・オブジェクト・サーバはあらかじめ決定さ
れていることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記通信サービス・アドレスは、第２のユーザ通信アプリケーションに関連もしているこ
とを特徴とする請求項１と２のいずれかに記載の方法。
【請求項４】
前記要求の１つ以上のパラメータは、
どの通信の種類が前記第１のユーザ通信アプリケーションに利用可能かを示す符号を表す
パラメータ、
前記第１のユーザ通信アプリケーションに利用可能な通信の種類の使用の優先順位を示す
符号を表すパラメータ、
前記第２のユーザ通信アプリケーションでの所望の通信サービスを示す符号を表すパラメ
ータ、
の１つ以上であることを特徴とする請求項１から３までのいずれかに記載の方法。
【請求項５】
前記通信サービス・アドレスは、前記第１のユーザ装置または前記第２のユーザ装置のア
クセス・アドレスであることを特徴とする請求項１から４までのいずれかに記載の方法。
【請求項６】
前記第１のユーザ通信アプリケーションは発信アプリケーションで、前記第２のユーザ通
信アプリケーションは着信アプリケーションであるか、又は前記第２のユーザ通信アプリ
ケーションは発信アプリケーションで、前記第１のユーザ通信アプリケーションは着信ア
プリケーションであることを特徴とする請求項１から５までのいずれかに記載の方法。
【請求項７】
前記要求のパラメータの１つ以上は、
データ伝達体の種類を示す符号を表すパラメータ、
前記第１または第２のユーザ通信アプリケーションのユーザ装置の種類を示す符号を表す
パラメータ、
利用可能及び／または取り付けた付属品を示す符号を表すパラメータ、
本方法のバージョンを示す符号を表すパラメータ、
サーバ名称または簡単なＩＰアドレスとすることができる、データ・オブジェクト・サー
バを識別する符号を表すパラメータ、
の１つ以上であることを特徴とする請求項１から６までのいずれかに記載の方法。
【請求項８】
前記要求の１個以上のパラメータは、
ホーム・オペレータを示す符号を表すパラメータ、
ユーザ通信アプリケーションのユーザ装置のブランド／製造者を示す符号を表すパラメー
タ、
ヘッドセット又はカー・ハンドフリー・セットのような付属品の動作の有無を示す符号を
表すパラメータ、
ＷＡＰ，ＷＭＬ，ＨＤＭＬ、ＨＴＭＬ，ＨＴＴＰのような送信用に使用される要求される
べきプロトコルを表すパラメータ、
どんな種類のイベントが前記データ・オブジェクトの要求を誘発したかを示す符号を表す
パラメータ、
前記第２のユーザ通信アプリケーションの少なくとも１つの装置に関連する独特の識別子
を表すパラメータ、
移動局の番号又は加入予約の識別、例えば、ＩＭＳＩ（国際移動加入者識別）のような前
記第１のユーザ通信アプリケーションの識別を表すパラメータ、
要求されたデータ・オブジェクトを戻すときにデータ・オブジェクト・サーバにより使用
されるＩＰアドレスのような前記第１のユーザ通信アプリケーションのネットワーク・ア
ドレスを表すパラメータ、
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スクリーンの分解能、オーディオのような前記第１のユーザ通信アプリケーションの表現
能力を示す能力符号を表すパラメータ、
使用された暗号化計画及び／又は暗号化キーを示す符号を表すパラメータ、
どんな国に前記第１のユーザが登録されているかを示す国符号を表すパラメータ、
現在のＰＬＭＮ（Ｖ－ＰＬＭＮ）のオペレータ又は前記第１のユーザが加入予約（Ｈ－Ｐ
ＬＭＮ）を有するＰＬＭＮ又はこれら両方を識別する符号を表すパラメータ、
装置の独特な識別を示す符号を表すパラメータ、
前記パラメータの確認符号（例えば、チェックサム）を表すパラメータ、
の１個以上であることを特徴とする請求項１から７までのいずれかに記載の方法。
【請求項９】
前記要求は、送信前に暗号化され　前記受信されたデータ・オブジェクトは適切に暗号化
され、前記処理のステップは，前記データ・オブジェクトの解読を含むことを特徴とする
請求項１から８までのいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
前記誘発イベントは、出通信が開始されたか、または、まさに開始されようとしているイ
ベントであり、及び／又は前記誘発イベントは、ユーザ装置の指定ボタンが押されるとい
うイベントであることを特徴とする請求項１から９までのいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
前記イベントは、
いくつかの誘発イベントが発生できてデータオブジェクトの要求の流れが生じるようにな
る通信サービスが行われる、
アドレス表示が特定される、
データ通信が開始され、又はまさに開始されようとする、
ファックスが送信されるか、又はまさに送信されようとする、
アドレスされた第２のユーザ通信アプリケーションが応答する、
アドレスされた第２のユーザ通信アプリケーションがビジーである、
アドレスされた第２のユーザ通信アプリケーションが応答しない、
アドレスされた第２のユーザ通信アプリケーションが通信サービスの確立の試みを拒絶す
る、
アドレスされた第２のユーザ通信アプリケーションが利用不能である、
通信サービスの着信確立が差し迫っているか、またはちょうど開始した、
会議通信サービスの確立が開始されるか、又はまさに開始されようとしている、
通信サービスが切断されるか、
ユーザ通信アプリケーションが保留にされる、
ユーザ装置がまさにスイッチオフにされようとする、
ユーザ装置がスイッチオンにされている、
ユーザ装置により受信されたトーク・スパートに応答して、
音声メールがユーザに残されている、
ＳＭＳがユーザ通信アプリケーションに送られている、又はまさに送られようとしている
、
ＳＭＳがユーザ通信アプリケーションから受信されるか、又はまさに受信されようとして
いる、
Ｅメールがユーザに送られている、またはまさに送られようとしている、
Ｅメールがユーザから受信されるか、またはまさに受信されようとしている、
ＨＴＴＰダウンロードが開始されるか、またはまさに開始されようとしている、
チャット・セッションが開始されるか、またはまさに開始されようとしている、
管理されたデータ・オブジェクト（ＳＮＭＰ）がアクセスされるか、またはまさにアクセ
スされようとしている、
公衆地上移動通信網（ＰＬＭＮ）の新しいセルが選択されている、
ユーザの場所が変わっている、
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公衆地上移動通信網（ＰＬＭＮ）の新しいオペレータが選択される、
新登録国が作られる、
の１つ以上であることを特徴とする請求項１から９までのいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
前記誘発イベントを決定するステップは、さらに、通信が行われている時間中に更なる誘
発イベントが存在するか否かを決定し、それにより通信期間中にさらなるデータ・オブジ
ェクト要求を開始することができることを特徴とする請求項１から１１までのいずれかに
記載の方法。
【請求項１３】
　第１のユーザ通信アプリケーションを有する第１のユーザ装置と、
　第２のユーザ通信アプリケーションを有する第２のユーザ装置と、
　前記第１のユーザ通信アプリケーションと前記第２のユーザ通信アプリケーションとの
間に通信サービス・チャネルを確立する通信ネットワークと、
　データ・オブジェクト・サーバとを有する電気通信システムにおいて、
　前記第１のユーザ装置は、前記第１のユーザ通信アプリケーションと前記第２のユーザ
通信アプリケーションの間の通信サービスに関係する誘発イベントの発生を決定し、前記
誘発イベントに関連した通信サービスに関連した通信サービス・アドレスを獲得し、前記
通信サービス・アドレスに関連したデータ・オブジェクトの要求を組み立てるようにされ
、
　この要求は、少なくとも２つのパラメータ，すなわち、前記通信サービス・アドレスを
表す第１のパラメータと、前記決定された誘発イベントを表す第２のパラメータとを有し
、
　前記第１のユーザ装置は、前記データ・オブジェクトの要求を前記データ・オブジェク
ト・サーバに送るようにされ、
　前記データ・オブジェクト・サーバは、前記要求に応答し前記パラメータにかんがみて
前記データ・オブジェクト又はこのデータ・オブジェクトの表示を前記第１のユーザ通信
アプリケーションに戻すようにされ、
　前記第１のユーザ装置は、前記データ・オブジェクトまたはこのデータ・オブジェクト
の表示を前記データ・オブジェクト・サーバから受信し、この受信したデータ・オブジェ
クトまたはこのデータ・オブジェクトの表示を処理するようにされていることを特徴とす
る電気通信システム。
【請求項１４】
通信サービスの種類、前記通信サービスのサービス・プロバイダ又は前記第１のユーザ通
信アプリケーションの登録国のような地理的な場所のいずれかが前記データ・オブジェク
ト・サーバを決定し、又は前記データ・オブジェクト・サーバは、あらかじめ決定されて
いることを特徴とする請求項１３記載の電気通信システム。
【請求項１５】
前記要求の１つ以上のパラメータは、
どの通信の種類が前記第１のユーザ通信アプリケーションに利用可能かを示す符号を表す
パラメータ、
前記第１のユーザ通信アプリケーションに利用可能な通信の種類の使用の優先順位を示す
符号を表すパラメータ、
前記第２のユーザ通信アプリケーションでの所望の通信サービスを示す符号を表すパラメ
ータ、
の１つ以上であることを特徴とする請求項１３と１４のいずれかに記載の電気通信システ
ム。
【請求項１６】
前記要求のパラメータの１つ以上は、
データ伝達体の種類を示す符号を表すパラメータ、
前記第１または第２のユーザ装置の種類を示す符号を表すパラメータ、
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利用可能及び／または取り付けた付属品を示す符号を表すパラメータ、
前記ユーザ通信アプリケーションのバージョンを示す符号を表すパラメータ、
サーバ名称または簡単なＩＰアドレスとすることができる、データ・オブジェクト・サー
バを識別する符号を表すパラメータ、
の１つ以上であることを特徴とする請求項１３から１５までのいずれかに記載の電気通信
システム。
【請求項１７】
前記要求の１個以上のパラメータは、
ホーム・オペレータを示す符号を表すパラメータ、
前記第１及び（又は）第２のユーザ装置のブランド／製造者を示す符号を表すパラメータ
、
ヘッドセット又はカー・ハンドフリー・セットのような付属品の動作の有無を示す符号を
表すパラメータ、
ＷＡＰ，ＷＭＬ，ＨＤＭＬ、ＨＴＭＬ，ＨＴＴＰのような送信用に使用される要求された
プロトコルを表すパラメータ、
どんな種類のイベントが前記データ・オブジェクトの要求を誘発したかを示す符号を表す
パラメータ、
少なくとも１つの第２のユーザ装置に関連する独特の識別子を表すパラメータ、
移動局の番号又は加入予約の識別、例えば、ＩＭＳＩ（国際移動加入者識別）のような前
記第１のユーザ装置の識別を表すパラメータ、
要求されたデータ・オブジェクトを戻すときにデータ・オブジェクト・サーバにより使用
されるＩＰアドレスのような前記第１のユーザ装置のネットワーク・アドレスを表すパラ
メータ、
スクリーンの分解能、オーディオのような前記第１のユーザ装置の表現能力を示す能力符
号を表すパラメータ、
使用された暗号化計画及び（又は）暗号化キーを示す符号を表すパラメータ、
どんな国に前記第１のユーザが登録されているかを示す国符号を表すパラメータ、
現在のＰＬＭＮ（Ｖ－ＰＬＭＮ）のオペレータ又は前記第１のユーザが加入予約（Ｈ－Ｐ
ＬＭＮ）を有するＰＬＭＮ又はこれら両方を識別する符号を表すパラメータ、
第１及び（又は）第２のユーザ装置の独特な識別を示す符号を表すパラメータ、
前記パラメータの確認符号（例えば、チェックサム）を表すパラメータ、
の１個以上であることを特徴とする請求項１３から１６までのいずれかに記載の電気通信
システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（背景）
本発明は、一般的には、通信システムにおける情報交換の方法及び装置に関する。特に、
本発明は、私的なまたは公的なデータ通信ネットワークと公的または私的な電気通信ネッ
トワークとに接続する通信システムに関する。
【０００２】
データ通信の現在の発展は、ますます多くのユーザが世界的なインターネットにアクセス
するまでになっている。インターネットは、知識源ばかりでなくビジネスの市場ともなっ
ており、ますます多くのユーザを魅了している。現在、誰もがインターネットにアクセス
できるソリューションを提供するデータ通信産業には大きなプレッシャが存在する。広帯
域ソリューションは、連続的に発展し、地方及び国の両方のアクセス・ネットワークが計
画され開始されている。電気通信ネットワーク(例えば、公衆電話交換網（ＰＳＴＮ）プ
ロバイダ）を介する現在最も普通のモデムアクセス方法は、例えば、電力線またはケーブ
ル・テレビを介するより高いデータ速度への可能性を持つ他のアクセス方法により置換さ
れつつある。
【０００３】
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同時に、電気通信産業は、他の戦い、すなわち、各及びどのユーザにも移動性を提供する
戦いを行ないつつある。伝統的に、電気通信は、音声通信に焦点を当てられてきた。しか
し、データ通信の増加と共に、他の要求（例えば、より高いデータ速度転送）が生じつつ
あるばかりでなく、新しい可能性も存在する。移動体システムの発展は、現在、増々多く
のパケットをべースにしたシステムが配置される時期にある。回路交換方式とは対照的に
、パケット交換方式は、データ通信の転送となる場合に一定の利点を有している。パケッ
ト交換方式では、ユーザは、システム制御信号またはユーザ情報が送信される時に送信資
源を利用するだけであるからである。回路交換方式では、ユーザは、現在、転送が行なわ
れていなくても連続的に送信資源を割り当てられる。回路交換方式は、リアルタイム音声
通信では若干の明白な利点を有している。これは、リアルタイム転送の通信を予測するこ
とが困難だからである。データ通信についての遅延及び遅延変動の要求は、音声について
の通信品質にとってそれ程重要ではないので、要求された送信資源を予想することはそれ
程重要ではない。送信すべき物がある時にのみより多くのユーザに送信資源の使用を可能
にすることによってこれら送信資源をユーザに与え、さもなければ、別のユーザのためチ
ャネルを利用可能なままに残すことが可能となる。
【０００４】
このような方式の１つは、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）と呼ばれるＥＴＳＩ・
ＧＳＭ仕様に従う移動体通信システムのパケット・データの発展である。ＧＰＲＳの場合
、データ通信が回路交換チャネルに配置されると、今日可能なよりも高いビットレート及
び更に多くのユーザが許容される可能性がある。「伝統的な」電気通信ユーザ、すなわち
、リアルタイム音声通信ユーザ用の移動性のために最適化されたＧＳＭとは対照的に、Ｇ
ＰＲＳは、データ通信ユーザ用の移動性へのステップである。
【０００５】
今日電気通信ネットワークを介して行なわれるデータ通信は、通常は、インターネットま
たはメール・サーバへのアクセスにより開始される。ユーザは、遠距離のサーバにログオ
ンして、例えば、モデム・プールを介してデータ通信ネットワークにアクセスする。ユー
ザは、モデム・プールのダイアルアップを行なって、そこからサーバに接続され、このサ
ーバから地方及び全世界のネットワークの両方にアクセスを行なうことができる。例えば
、マイクロソフト・エクスプローラまたはネットスケープ・ナビゲータのようなブラウザ
は、インターネットでの操縦及びインターネットのページまたはアドレス間での切り替え
に使用される。ユーザと機関は、通常、それら自身のデータ・オブジェクト、すなわち、
ホームページを個人的な情報または任意の他の種類の情報を提供する内側または外側のネ
ットワークで設計する。データ・ネットワークに一度接続されると、ユーザは、正しいア
ドレスを入力することによってこれらのデータ・オブジェクトにアクセスすることができ
る。アドレスは、ネットワークのノード名称（例えば、サーバ名称）と任意の連続文を組
み合わせることによってしばしば選択される。一般的には、連続文及びサーバ名称は、明
らかではないので所望のデータ・オブジェクトを発見することは簡単なことではない。
【０００６】
例えば、音声通信またはデータ通信に係わる時の電気通信ネットワークでのアドレッシン
グは、移動電話またはファクシミリの機能性を有する端末のような、ユーザ装置（ＵＥ）
に電話番号を入力することによって通常は行なわれる。電話番号は、世界的な独特なアド
レッシング・ストリングである。発呼者（Ａ側）は、被呼者（Ｂ側）に対してアドレッシ
ング・ストリング（Ｂ番号）をダイアルする。Ａ側が如何なる種類のネットワークに依存
する加入者であろうと、発呼要求は、１つまたは数個の公的電気通信ネットワークを介し
て正しいアドレスに送られ、通信は開始することができる。他の独特のアドレッシング・
ストリングは、例えば、Ｅメールアドレス、ＩＰｖ４アドレス、ＩＰｖ６アドレス及びｓ
ｉｐ（セッション開始プロトコル）アドレスである。
【０００７】
上記の原理は、また、ユーザが電気通信ネットワークに接続されたコンピュータからイン
ターネットに接続を望む時にも当てはまる。ユーザは、Ｂ番号をモデム・プールにダイア
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ルすることによってモデム・プールからデータ通信ネットワークへのアクセスが可能であ
り、データ通信ネットワークに接続する。このアクセスの機会以外に、被呼サーバについ
ての情報または対話の可能性は存在しない。
【０００８】
データ・オブジェクトにアドレスする方法が明確でないために、特定のデータ・オブジェ
クトを求めてインターネットにアクセスするこの方法には問題があるということを出願人
は見極めている。電気通信産業においては、インターネットにアクセスするより簡単な方
法を提供すると共に、モデム番号以外の手段によりユーザを発呼へと案内し、これからユ
ーザを単独放置して所望のホームページすなわちデータ・オブジェクトに更に案内するよ
うにする必要が更に存在する。
【０００９】
（要約）
本発明は、データ・オブジェクトを識別し発見する上記の欠陥を克服すると共に、データ
通信ネットワークと電気通信ネットワークとの間に新規な組み合わせ、またはデータ通信
ネットワ－クにおける異なるサービス間の新規な組あわせを適用することによって１組の
データ・オブジェクト間を操縦する。
【００１０】
本発明の一態様においては、ダイアルされたＢ側番号のようなＢ側の独特な識別子、Ｅメ
ールアドレスのようなインターネット・アドレス、ＩＰｖ４アドレス、ｓｉｐアドレスま
たはＩＰｖ６アドレスをデータ・オブジェクトに接続する技術を記載する。Ｂ側は、例え
ば、人間、ファックス、メール・サーバ、メール・クライアントまたはホームページ・ア
クセスの場合がある。今後電話ページと呼ぶこととする特定のデータオブジェクトに対す
るＢ側番号の接続により、発呼側/接続側に対し、Ｂ側が表示または処理を望む情報にＡ
側の直接アクセスが可能となる。電話ページは、電気通信ネットワークのメモリまたはこ
れに接続されたデータ通信ネットワークのメモリに存在する。電話ページは、インターネ
ット・ウェッブ・ページと同様な外観を呈してもよく、また、音響的な他の様相またはプ
ログラムを有してもよい。電話ページの表示及び処理は、Ａ側のユーザ装置の能力に依存
して行ってもよい。
【００１１】
Ａ側により使用される装置の種類に依存して、電話ページを記憶するノードは、装置の種
類の検出時に、選択したデータ・オブジェクトの表示の最も好都合な方法を選択してもよ
い。
また、Ａ側のユーザ装置に依存して、電話ページは、異なるレベルの相互作用の可能性、
すなわち、表示情報のみを提供するか、Ａ側と電話ページを記憶したメモリを収容するノ
ードとの二重通信を行う完全相互作用データ・オブジェクトであってもよい。
【００１２】
電話ページは、自動的にまたはＡ側からの指示により表示するように構成してもよい。本
発明のバージョンでは、Ａ番号、Ａ側のＥメール・アドレス、ＩＰｖ４アドレス、ｓｉｐ
アドレスまたはＩＰｖ６アドレスのようなＡ側の独特な識別子を着信通信に関連して受信
した時に、電話ページを得るという同一能力を有している。
本発明の他の態様においては、データ通信システムまたは電気通信システムのノードを記
載する。ノードは、少なくとも電話ページの表示を含む少なくともデータベース・メモリ
からなり、遠隔の要求によるアクセス時に前記の表示で応答する。
【００１３】
発呼Ａ側へのその表示の転送は、接続の種類及びその接続で使用されるアクセス技術に依
存してもよい。例えば、回路交換通信とパケット交換通信の両方が同時に可能になる接続
では、表示はパケット交換通信資源で転送してもよく、例えば、音声通信は、回路交換通
信資源で開始してもよい。他の種類の接続では、２つのデータ流、例えば、スピーチ及び
データの転送、は１個か数個の同時パケット交換通信資源で設定してもよい。他の例は、
音声通信が回路交換通信資源を介して開始され、電話ページの表示がＳＭＳチャネルのよ
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うな有限な性能を持ったパケット交換チャネルを介して転送される場合である。更に他の
例では、２つのデータ通信チャネルは、例えば、チャットまたはＥメールに１つ、電話ペ
ージ表示に１つ使用される。
【００１４】
本発明によれば、第２のユーザ通信アプリケーションでの通信サービスの確立に関連して
第１のユーザ通信アプリケーションに対するオブジェクトを検索する方法は、第１のユー
ザ通信アプリケーションで若干のステップを有する。第１のステップでは、誘発イベント
の発生を決定する。第２のステップでは、誘発イベントに関連した通信サービス・アドレ
スを獲得する。第３のステップでは、その通信サービス・アドレスに関連したデータ・オ
ブジェクトの要求を集める。その要求は、少なくとも２つのパラメータ、すなわち、通信
サービス・アドレスを表す第１のパラメータ及び決定された誘発イベントを表す第２のパ
ラメータを有する。第４のステップでは、データ・オブジェクト・サーバに対しデータ・
オブジェクトの要求を送る。第５のステップでは、前記パラメータに鑑み、データ・オブ
ジェクト・サーバからデータ・オブジェクトまたはこのデータ・オブジェクトの表示を受
信する。第６のステップでは、この受信したデータ・オブジェクトまたはこのデータ・オ
ブジェクトの表示を処理する。
【００１５】
通信サービスの種類は、なるべくデータ・オブジェクト・サーバを決定することが好まし
い。好都合にも、通信サービス・アドレスは、第２のユーザ通信アプリケーションと関連
もしている。要求のパラメータは、第１のユーザ通信アプリケーションにどの通信の種類
が利用可能かを表示する符号の表示とすることができる。要求のパラメータは、第１のユ
ーザ通信アプリケーションに利用可能な通信の種類の使用の優先順位を表示する符号の表
示とすることができる。要求のパラメータは、第２のユーザ通信アプリケーションをもつ
所望の通信サービスを表示する符号の表示とすることができる。通信サービス・アドレス
は、第１のユーザ装置のアクセス・アドレスまたは第２のユーザ装置のアクセス・アドレ
スとすることができる。第１のユーザ通信アプリケーションは、発信アプリケーションで
、第２のユーザ通信アプリケーションは、着信アプリケーションであるか、または第２の
ユーザ通信アプリケーションは、発信アプリケーションで、第１のユーザ通信アプリケー
ションが着信アプリケーションであるかのいずれかである。要求のパラメータは、データ
運搬体の種類を示す符号の表示とすることができる。
【００１６】
要求のパラメータは、第１または第２ののユーザ通信アプリケーションのユーザ装置の種
類を表示する符号の表示とすることができる。要求のパラメータは、利用可能な及び（ま
たは）取り付けた付属品を表示する符号の表示とすることができる。要求のパラメータは
、本方法のバージョンを表示する符号の表示とすることができる。要求は、送信前に暗号
化されることが好ましい。好都合にも、受信したデータ・オブジェクトは、暗号化され、
その処理のステップはデータ・オブジェクトの解読を含む点において。誘発イベントは、
出通信が開始されるか、又はまさに開始されようとするイベントを含む。好都合にも、誘
発イベントを決定するステップは、更に、通信が行われる時間中に何らかの別の誘発イベ
ントの有無を決定することを含み、それによりその通信中に更にデータ・オブジェクトの
要求を開始することができるということである。この誘発イベントは、ユーザ装置の指定
ボタンが押圧されるというイベントとすることができる。要求のパラメータは、データ・
オブジェクト・サーバを識別する符号の表示とすることができ、データ・オブジェクト・
サーバを識別する符号の表示は、サーバ名称または単純なＩＰアドレスを表すことができ
る。
【００１７】
本発明によれば、電気通信システムまたはデータシステムは、第１のユーザ通信アプリケ
ーションを備えた第１のユーザ装置と、第２のユーザ通信アプリケーションを備えた第２
のユーザ装置と、第１のユーザ通信アプリケーションと第２のユーザ通信アプリケーショ
ンとの間に通信サービス・チャネルを確立する通信ネットワークと、データ・オブジェク
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ト・サーバとを有する。第１のユーザ装置は、誘発イベントの発生を決定し、この誘発イ
ベントに関連する通信サービス・アドレスを獲得し、この通信サービス・アドレスに関連
したデータ・オブジェクトの要求を組みたてるようにされており、その要求は、少なくと
も２つのパラメータ、すなわち、通信サービス・アドレスを表す第１のパラメータと、決
定された誘発イベントを表す第２のパラメータとなるように前記アプリケーションで提案
されたパラメータを有し、第１のユーザ装置は、データ・オブジェクト・サーバに対しデ
ータ・オブジェクトを恐らくオプションで暗号化してそれを送るようにしてある。他の組
のパラメータは、本発明の範囲内で考慮することもできる。データ・オブジェクト・サー
バは、その要求に応答し、前記パラメータに鑑みて、データ・オブジェクトまたはこのデ
ータ・オブジェクトの表示を前記第１のユーザ通信アプリケーションに戻すようにしてあ
る。第１のユーザ装置は、そのデータ・オブジェクトまたはそのデータ・オブジェクトの
表示をデータ・オブジェクト・サーバから受信して、この受信したデータ・オブジェクト
またはこのデータ・オブジェクトの表示を処理するようにしてある。
【００１８】
本発明によれば、第１の通信チャネルを介して第２のユーザ装置と接続可能な第１のユー
ザ装置でオブジェクトを検索する方法は、若干のステップを有している。第１のステップ
では、アドレス表示を獲得する。第２のステップでは、アドレス表示に関連したオブジェ
クトの要求を組みたてる誘発イベントの発生を決定する。その要求は、少なくとも２つの
パラメータ、すなわち、獲得したアドレス表示を表す第１のパラメータとその決定した誘
発イベントを表す第２のパラメータとを有する。第３のステップでは、データ・オブジェ
クト・サーバに対して第２の通信チャネルを介してそのオブジェクトの要求を送る。第４
のステップでは、それらのパラメータに鑑みてデータ・オブジェクト・サーバからデータ
・オブジェクトまたはそのデータ・オブジェクトの表示を受信する。最後に、第５のステ
ップでは、受信したデータ・オブジェクトまたはそのデータ・オブジェクトの表示を処理
する。
【００１９】
この方法の一部のバージョンでは、第１の通信チャネルと第２の通信チャネルは、同時通
信チャネルである。この方法の他のバージョンでは、第１の通信チャネルと第２の通信チ
ャネルは、非同時通信チャネルである。
第１の通信チャネルは、回路交換通信チャネルまたはパケット交換通信チャネルのいずれ
かであり、そのいずれかにすることができ、第２の通信チャネルは、回路交換通信チャネ
ルまたはパケット交換通信チャネルのいずれかにすることができる。
【００２０】
アドレス表示は、好都合にも、電話番号かまたはＩＰアドレスのようなインターネット・
アドレスまたは第１のユーザ装置及び（または）第２のユーザ装置のＥメールアドレスと
することができる。
この方法の一部のバージョンでは、第１のユーザ装置は、発信ユーザ装置であり、第２の
ユーザ装置は、着信ユーザ装置である。この方法の他のバージョンでは、第２のユーザ装
置は、発信ユーザ装置であり、第１のユーザ装置は、着信ユーザ装置である。
【００２１】
好都合にも、要求のパラメータは、ホーム・オペレータを示す符号の表現、データ伝達体
の種類を示す符号の表現、販売者を表す符号の表現、ユーザ装置の種類を示す符号の表現
、ハンドフリー・セット、チャットボード、ｍｐ３プレーヤ、ラジオ、バーコード・リー
ダ、ＰＤＡ、及び（または）任意のブルートゥース装置のような利用可能及び（または）
取り付けた付属品を示す符号の表現、付属品、例えば、ハンドセットまたはカー・ハンド
フリー・セットのようなハンドセットフリーの付属品の作動の有無（作動状態のハンドフ
リー付属品は、オーディオ・データ・オブジェクトを伴う）を示す符号の表示、またはこ
の方法のバージョンを示す符号の表現の１つ以上とすることができる。
要求は、なるべく送信前に暗号化されることが好ましい。好都合にも、受信したデータ・
オブジェクトは暗号化されており、処理のステップはこのデータ・オブジェクトの解読を
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含む。
【００２２】
誘発イベントは、出呼が開始され、またはまさに開始されようとするイベント、アドレス
された被呼者が呼に応答するイベント、アドレスされた被呼者が話し中であるというイベ
ント、アドレスされた被呼者が応答しないというイベント、アドレスされた被呼者が発呼
を拒絶するイベント、着信呼が切迫した、またはちょうど開始されたというイベント、呼
が切断されたというイベント、呼が行なわれているイベントの１つ以上とすることができ
る。誘発イベントは、公衆地上移動体通信網（ＰＬＭＮ）の新しいセルが選択された、ま
たは加入者の場所が変化したという１つ以上のイベントとすることもできる。なるべく、
アドレス表示は、その新しいセルまたは加入者の場所の表示である時、要求したデータ・
オブジェクトは、地方の宣伝のようなその新しいセルまたは加入者の場所に関連している
。誘発イベントは、新しい公衆地上移動体通信網（ＰＬＭＮ）のオペレータが選択される
ということにすることができる。好ましくは、アドレス表示がその新しい公衆地上移動体
通信網のオペレータの表現である時に、要求されたデータ・オブジェクトは提供されるべ
きその新しい公衆地上移動体通信網のオペレータの価格表を含むような新しい公衆地上移
動体通信網のオペレータに関連づけることができる。誘発イベントは、登録の新しい国が
作られるということにすることができる。好ましくはアドレス表示がその登録の新しい国
の表現の時、要求されたデータ・オブジェクトは、その新しい国に関連づけられる。
【００２３】
方法の一部のバージョンで、誘発イベントを決定するステップは、更に、呼が行なわれて
いる時間中に別の誘発イベントがあるか否かを決定して、呼中更なるデータ・オブジェク
トの要求を開始することができる。
好都合にも、コマーシャル情報は、電話番号を呼び出しまたはホームページにアクセスす
ることにより販売することができ、誘発イベントは、呼が第１の通信チャネルによって接
続された時または切断された時に支払い完了とさえすることができる。なるべく、データ
・オブジェクトは、コマーシャル情報またはこのコマーシャル情報の表現のいずれかであ
ることが好ましい。
【００２４】
誘発イベントは、ユーザ装置の指定ボタンが押圧されるというイベントにすることができ
る。アドレス情報は、例えば、第１のユーザ装置におけるリストに含まれる電話番号また
はＩＰｖ６アドレスとすることができる。アドレス表示は、見落とした入通信、出通信ま
たは入通信のいずれかのアドレス表示とすることができ、このアドレス表示は、例えば、
電話番号、Ｅメールアドレス、ＩＰｖ４アドレス、ｓｉｐアドレスまたはＩＰｖ６アドレ
スのいずれかである。
【００２５】
好都合にも、要求のパラメータは、データ・オブジェクト・サーバを識別する符号の表示
とすることができる。そして、データ・オブジェクト・サーバを識別する符号の表示は、
なるべく、サーバ名称または単純なＩＰアドレスを表すことが好ましい。
第１のユーザ装置が呼に係わらない時、または呼完了時に、データ・オブジェクトは、デ
ータ・オブジェクト・サーバから得て、容易に次の誘発イベントの時に利用可能となるよ
うに第１のユーザ装置に記憶することができる。
好都合にも、データ・オブジェクト・サーバのユニバーサル・リソース・ロケーター（un
iversal resource locotor）は、第１のユーザ装置内に予めプログラムしてある。
【００２６】
方法のあるバージョンでは、データ・オブジェクト・サーバは、少なくとも論理的に名称
サーバとオブジェクト・サーバに分割され、第２の通信チャネルを介して、そのオブジェ
クトの要求を送るステップは、名称サーバに送られる。次に、あるバージョンでは、デー
タ・オブジェクト・サーバからオブジェクトの表示を受信するステップは、名称サーバか
らオブジェクトの表示を受信するステップを含むことができ、更に、オブジェクトの表示
を処理するステップは、そのオブジェクトの受信表示によりオブジェクト・サーバにその
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オブジェクトの要求を送るステップと、前記パラメータに鑑みてオブジェクト・サーバか
らデータ・オブジェクトを受信するステップと、その受信したオブジェクトとを処理する
ステップを含む。次に、他のバージョンでは、データ・オブジェクトをから受信するステ
ップは、オブジェクト・サーバに対しオブジェクトの要求を名称サーバが送るステップと
、前記パラメータに鑑みてオブジェクト・サーバからデータオブジェクトを受信するステ
ップとを更に有する。名称サーバのユニバーサル・リソース・ロケーターは、なるべく、
第１のユーザ装置内に予めプログラムし得ることが好ましい。
【００２７】
あるバージョンでは、受信したオブジェクトまたはこのオブジェクトの表示は、要求者本
人に依存するデータ・オブジェクトの選択から得られたものであり、例えば、要求者に戻
された電話ページは、誰がその電話ページを要求しているかに依存して異なる体裁を取っ
てもよい。
あるバージョンでは、受信したオブジェクトは、少なくとも一時的には第１のユーザ装置
の呼び出し音を置換するまたはこの呼び出し音に加えられる音を含む。他のバージョンで
は、受信したオブジェクトは、音を有し、第１のユーザ装置の呼び出し音は、少なくとも
一時的には消され、その音は呼び出し音の代わりに与えられる。
【００２８】
本発明の一実施例は、グラフィックの可能性を含む固定電話機であり、この電話機は、本
明細書に記載する発明に従う方法の任意のバージョンを実行する。本発明の他の実施例は
、中央処理装置、メモリ・ユニット、及び少なくとも１つの表示装置を含む移動電話機で
あり、この移動電話機は、本明細書に記載する発明に従う方法の任意のバージョンを実行
する。本発明の更に他の実施例は、中央処理装置、メモリ・ユニット、取り外し可能なメ
モリ・ユニット（例えば、ＳＩＭカード）及び少なくとも１つの表示装置を含む移動電話
機であり、この移動電話機は、その取り外し可能なメモリ・ユニットから、本明細書に記
載する発明に従う方法の任意のバージョンを実行することが好ましい。本発明の他の実施
例は、中央処理装置、メモリ・ユニット、及び少なくとも１つの表示装置を含む移動電話
機であり、この移動電話機は、本明細書に記載する発明に従う方法の任意のバージョンに
よる方法を、そのメモリ・ユニットにダウンロードしている。本発明の他の実施例は、移
動電話機の能力を有し、または移動電話機に接続されたパーソナル・デジタル・アシスタ
ントまたはラップトップ・コンピュータのような中央処理装置、メモリ・ユニット、及び
少なくとも１つの表示装置を有するデータ装置であり、このデータ装置は、本明細書に記
載する発明に従う方法の任意のバージョンによる方法を実行する。
【００２９】
本発明によれば、電気通信システムまたはデータ・システムは、第１のユーザ装置、第２
のユーザ装置及び第１のユーザ装置と第２のユーザ装置との間に第１の通信チャネルを確
立する通信ネットワーク、及びデータ・オブジェクト・サーバを有する。第１のユーザ装
置は、アドレス表示を獲得し、誘発イベントの発生を決定し、アドレス表示に関連したオ
ブジェクトの要求を集めるように構成してある。この要求は、少なくとも２つのパラメー
タ、すなわち、獲得したアドレス表示を表す第１のパラメータと決定された誘発イベント
を表す第２のパラメータとなるように、前記アプリケーションにおいて提案されたパラメ
ータを含む。他の組のパラメータは、本発明の範囲内で考慮することもできる。第１のユ
ーザ装置は、第２の通信チャネルを介してオブジェクトの要求をオプションで暗号化して
データ・オブジェクト・サーバに送るように構成されている。データ・オブジェクト・サ
ーバは、要求に応答して第２の通信チャネルを介し前記パラメータに鑑みてデータオブジ
ェクトまたはこのデータオブジェクトの表示を第１のユーザ装置に戻すように構成されて
いる。第１のユーザ装置は、データ・オブジェクト・サーバからデータ・オブジェクトま
たはこのデータ・オブジェクトの表示を受信して、この受信したデータ・オブジェクトま
たはデータ・オブジェクトの表示を処理するように構成されている。
次に本発明を更に詳しく記載するので、特徴及び利点は次の詳細な記載を添付図面の参照
で読むことにより容易に明らかとなろう。
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【００３０】
（詳細な説明）
本発明を回路交換通信システムとしてのＧＳＭとパケット交換通信システムとしてのＧＰ
ＲＳに基づき、電気通信システムに関し次に記載する。しかし、記載される実施例は例示
的なものであり、他のパケット及び（または）回路交換システムは、データ通信及び音声
通信の両方について等しく充分に考慮してもよい。音声通信、Ｅメール通信、ファックス
アクセス及びＨＴＴＰダウンロードは、回路交換システム及びパケット交換システムを介
して送ることができる。例えば、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、符号分割多元接続（ＣＤ
ＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）、時
分割デュープレックス（ＴＴＤ）、周波数分割デュープレックス（ＦＤＤ）またはこれら
の任意の組み合わせのような任意適当なアクセスのテクノロジを有する固定回路及び移動
体回路の両方と、パケット交換システムは使用することができる。本発明は、任意特定種
類の通信ネットワークまたはアクセステクノロジに制限されることはない。設定すべき所
望の通信は、例えば、ファクシミリへの音声またはデータかまたはサーモスタットのよう
なＩＰｖ６アドレッサブル装置へのデータアクセスのいずれかとすることができる。Ａ側
及びＢ側は、例えば、電話番号、Ｅメールアドレス、ＩＰｖ４アドレス、ｓｉｐアドレス
またはＩＰｖ６アドレスにアクセスし、これらによりアクセスされることができる。
【００３１】
図１は、通信基盤の全体像１０を示し、若干の互いに異なる通信網が相互接続されている
。図１は、回路交換（ＣＳ）移動体通信網に含まれる両ノード、例えば、移動体通信交換
局（ＭＳＣ）１１８と基地局サブシステム（ＢＳＳ）１１２及びパケット交換（ＰＳ）移
動体通信網に含まれるノード、例えば、役務ＧＰＲＳ支持ノード（ＳＧＳＮ：Serving GP
RS Support Node）１１４とゲートウエイＧＰＲＳ支持ノード（ＧＧＳＮ）１１６の両方
を有している。一般的には、ＳＧＳＮは、１つのプロトコルによるデータ・パケットを空
気インターフェイスを介して使用されるプロトコルに従ってデータパケットに再分割する
ような機能性を有している。ＳＧＳＮは、１つまたは数個のＢＳＳ１１２用の制御機構と
サービス品質（ＱｏＳ）機構も有している。ＧＧＳＮは、移動体パケット・データ・ネッ
トワークと他のパケット・データ・ネットワーク、例えばデータ・ネットワーク１２０と
の間の通信を維持するように要求される機能性を有している。このネットワークのＣＳ部
分は、ＰＳＴＮネットワーク１４０に接続され、このネットワークのＰＳ部分は、データ
・ネットワーク１２０に接続されている。データ・ネットワークは、外部ネットワークま
たは内部ネットワーク、すなわち、世界的なアクセスの可能性または有限なアクセスの可
能性を持つものであってもよい。
【００３２】
図示のように、ネットワークのＰＳ部分とＣＳ部分は、ＭＳＣ１１８とＳＧＳＮ１１４と
の間のインターフェースを介して相互接続してもよい。ＢＳＳ１１２は、移動性をＰＳサ
ービス・ユーザとＣＳサービス・ユーザ並びにそれらのユーザ装置（ＵＥ）１００の両方
に提供するために、空気を介してパケット交換（１６１）通信資源及び回路交換（１６２
）通信資源を通信網のＰＳ部分及びＣＳ部分の両方に与えてもよい。ＵＥ１００は、例え
ば、移動電話機または任意の種類のデータ装置、例えば、パーソナル・デジタル・アシス
タント・デバイス（ＰＤＡ）またはラップトップ・コンピュータに接続された移動電話機
であってもよい。ＰＳＤＮ１４０は、例えば、「普通の従来電話機」（ＰＯＴ）、ファク
シミリ装置またはデータ・モデム装置１５０に対するサービスを固定ネットワークに接続
されたユーザ（ユーザ装置）に提供する。ＰＳＤＮ１４０に直接または間接に接続された
装置の例は、ＩＳＤＮ端末及びデジタル加入者線（ＤＳＬ）（例えば、ＡＤＳＬ、ＨＤＳ
Ｌ及びＸＤＳＬ）を介して接続された通信装置である。
【００３３】
データ・ネットワーク１２０は、一部のノードが互いに接続され通信できるように１個ま
たは数個のルータ（図示せず）とデータ・ブリッジとを一般的に有している。本発明に関
連して使用されるデータ・ネットワークは、データ・オブジェクト・サーバ１３０も有し
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ている。一般的には、複数のデータ・オブジェクト・サーバがデータ・ネットワークに設
けられているが、説明上及び明確化の理由で、１つだけのデータ・オブジェクト・サーバ
１３０が図１には示してある。好適な実施例では、データ・オブジェクト・サーバ１３０
の機能性は、２つの論理的に異なる部分、すなわち、名称サーバとオブジェクト・サーバ
に分割されている。名称サーバとオブジェクト・サーバは、物理的に分離されるか、また
は、まさに論理的に分離されるものであってもよい。名称サーバは、電話番号、イベント
及び所望のオブジェクト、電話ページが存在するオブジェクト・サーバの適切な場所、例
えば、ユニバーサル・リソース・アイデンティファイア（URI:Universal Resource Ident
ifiers）、例えばユニバーサル・リソース・ロケーター（URL:Universal Resource Locat
or）のようなアドレス表示子間での変換を行なう。
【００３４】
オブジェクト・サーバは、所望のオブジェクト、電話ページの内容をホストとしてサービ
スする。また、幾つかの名称サーバを設けてもよく、例えば、特定の名称サーバは、移動
体電話ネットワークのオペレータにより、または移動体電話の販売者により操作されても
よい。ユーザ装置の特定の実施例は、どの名称サーバを使用するかを決定する。名称サー
バは、使用されたサービス・プロバイダにより与えられることができ、国に基づくことが
でき、一般的なグローバル、（Ｅメールのような）サービスに依存し、またはその組み合
わせとすることができる。好適な実施例では、例えば、ＳＩＭカードによる特定のネット
ワーク・オペレータに関連したユーザ装置は、ネットワーク・オペレータによりサービス
される名称サーバに要求を自動的に送る。例えば、ＳＩＭカードに予めプログラムされる
ように（例えば、ＳＩＭカードにより決定される）ユーザの指定したネットワーク・オペ
レータによりサービスされる名称サーバにユーザ装置の要求を自動的に向けることによっ
て、安全、速度、及び冗長度に関連するような幾つかのの利点を得ることができる。
【００３５】
データ・ネットワークの例は、インターネット・ネットワークとイントラネット・ネット
ワークである。ＵＥ１００は、このＵＥ１００とＢＳＳ１１２との間に設けられたＣＳ通
信チャネル１６１を介し、更に各側のＵＥ１００と電話機１５０との間で会話を可能にす
るＭＳＣノード１１８を介して、ＰＳＴＮ１４０に接続され表示されたＢ側電話機１５０
に対する完全な論理接続１７１を得てもよい。同様に、ＵＥ１００は、このＵＥ１００と
ＢＳＳ１１２との間に設けられたＰＳ通信チャネル１６２を介して、更に各側のＵＥ１０
０とオブジェクト・サーバ１３０との間でデータを送ることができるＳＧＳＮノード１１
４とＧＧＳＮノード１１６とを介して、データ・ネットワーク１２０に接続された装置、
例えば、データ・オブジェクト・サーバ１３０に対する完全な論理接続１７２を得ること
ができる。
【００３６】
本発明の一態様によれば、オブジェクト・サーバ１３０は、グラフィック情報オブジェク
ト、すなわち、電話番号のようなアドレス表示に関連した電話ページまたはＩＰｖ６アド
レスのようなインターネット・アドレスを有している。電話番号は、発信ユーザ装置また
は着信ユーザ装置それぞれを扱う加入者番号、すなわち、Ａ番号またはＢ番号と同一であ
る。Ｂ番号のダイアル時にＡ側は、ＰＳ通信チャネルによりデータ・オブジェクト・サー
バ１３０に接続されて、ダイアルされたＢ番号に対応するメモリ・アドレスでデータ・オ
ブジェクト・サーバのメモリ位置に記憶されたデータオブジェクト、すなわち、「電話ペ
ージ」を受信する。データ・オブジェクト・サーバは、Ｂ側に関する情報のある電話ペー
ジを直接有するものであってもよく、または、Ｂ側加入者により維持される内部データ・
ネットワークまたは外部データ・ネットワークの場所に対し即刻アクセスを単に行っても
よく、すなわち、オブジェクト・サーバ１３０は、電話ページが存在するＵＲＩに、提供
された対応のＢ番号の変換を行なう番号サーバとしてまず機能する。電話ページは、物理
的に分離された電話ページのオブジェクト・サーバの所にあってもよい。
【００３７】
実際の要求された電話ページの変換及び提供は、透明性のある物とすることができる、す
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なわち、電話ページ番号サーバは、適切な電話ページ・オブジェクト・サーバに対し電話
ページの要求を送るかディスパッチし、電話ページ・オブジェクト・サーバは、名称サー
バを介して直接または間接に要求者に通信するか、電話ページ番号サーバは、要求された
電話ページのＵＲＩを要求者に戻し、その後、要求者は所望の電話ページを要求するため
にＵＲＩを使用してリダイレクトされるかする。
【００３８】
Ｂ側電話ページは、Ｂ側ユーザに関する情報、例えば、電話番号、アドレス及び（または
）他の情報を含んでもよい。Ｂ側電話ページは、例えば、ファックスとすることができる
アドレスされるＢ側ユーザ装置に関する情報も含んでよい。Ｂ側電話ページの受信後、１
つまたは数個の手続きが続いてもよい。Ｂ番号が、ＰＯＴ１５０をアドレスする場合、回
路交換音声接続が設定されてもよい。Ｂ番号が他の装置にアドレスする場合、支払いサー
ビスが使用される時のような他のイベントが生じる可能性がある。これはもちろん、使用
されるＡ側装置ＵＥ１００に依存もする。
【００３９】
本発明の他の態様によれば、電話ページは、ＩＰｖ６アドレス、ｓｉｐアドレスまたはＥ
メールアドレスのようなインターネット・アドレスと関連付けることができる。例えば、
Ａ側のサマー・ハウスのサーモスタットとウエッブ・ページとに通信リンクを設定しそれ
により温度を制御/チェックした時、Ａ側は、例えば、サーモスタットを識別するととも
に、製造者のホームページに対するリンク及び（または）製造者に対する他の通信手段を
有するデータ・オブジェクトを受信する。他の例では、Ａ側は、会議室に配置した会議電
話により会議呼び出しを設定することを望む。通信の開始時に、Ａ側は、その電話番号、
ｈｔｔｐアドレスまたはＩＰアドレスにより会議電話にリンクされたデータ・オブジェク
トを受信する。このデータ・オブジェクト、すなわち、会議電話の電話ページは、会議電
話の場所、会議室の大きさ及び（または）予約スケジュールに関する情報を適当に含むこ
とができる。
【００４０】
更に他の例では、Ａ側は、ファクシミリ転送を望む。ファクシミリ装置への送信を選択ま
たは開始した時、ファクシミリ装置の電話ページは、要求されてＡ側に戻される。ファク
シミリ装置の電話ページは、そのファクシミリ装置の場所、そのファクシミリ装置が誰の
ものであるか、及び（または）誰がそのファクシミリ装置にアクセスするのかに関する情
報を含んでもよい。更に他の実施例では、Ａ側は、Ｂ側にＥメールの転送を望む。Ｅメー
ル・アドレスを選択または書いた時、すなわち、恐らくメッセージが作成される前でさえ
も、Ｅメール・アドレスの電話ページは要求され、Ａ側に戻される。Ｅメール・アドレス
の電話ページは、Ｅメールアドレスの所有者、ＥメールアドレスのＢ側ユーザ、所有者と
の他の通信の手段、及び（または）所有者のスケジュールまたは利用可能性に関する情報
を含んでもよい。電話ページは、電話番号のような独特な識別子またはＩＰｖ６アドレス
のようなインターネット・アドレスにリンクされるが、独特な識別子が識別する場所から
は突き止めまたは検索はされない。
【００４１】
本発明のバージョンでは、ＵＥ１００は、ＰＳ通信チャネルの仕様をサポートせず、それ
により、データ・オブジェクトは、短メッセージ・サービス（ＳＭＳ）または一時的ＣＳ
通信チャネルのような他の手段により検索することができる。検索されたデータ・オブジ
ェクトは、ある場合には、まさに、ＳＭＳにより提供される所望の電話ページに対するＵ
ＲＩとすることができる。ＳＭＳの受信が誘発イベントとして使用される場合に、ユーザ
装置は、着信ＳＭＳを走査することができ、もしＵＲＩが発見されると、その受信したＵ
ＲＩでブラウザを開始する。本発明のバージョンでは、例えば特定のＱｏＳを有するＰＳ
通信チャネルは、通信システム１０内でスピーチの伝達に使用され、それにより、ＰＳＴ
Ｎ１４０とデータ・ネットワーク１２０は、（図１には示さない）何らかの手段により相
互接続される。
【００４２】
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図２は、本発明の一実施例による、発信ＵＥを使用して電話ページをＡ側に送るための（
ＵＥ１００に似た）その発信ＵＥでの処理の流れ図を示す。ステップ２０５でＡ側からの
開始（例えば、ＵＥがオンされる）により処理が開始される。ステップ２１０で、電話ペ
ージの要求の開始が、自動的に（例えば、呼が相手側により終了される）か、またはＡ側
（例えば、Ｂ番号のダイアリングまたはＥメールアドレスの選択）により手動的に示され
る。最後に呼ばれ、失われた、または最後に受信されたアドレス表示の電話ページが、例
えば、ユーザ装置に記憶された番号に関連する電話ページである時に手動要求は特に適し
たものとなる。真のオフライン期間にユーザ装置内にその該当番号に関連して電話ページ
を記憶しておくことができ、または必要に応じて検索することができる。誘発イベント２
１０は、例えば、次の多数のイベントの少なくとも１つであってもよい：
【００４３】
・呼が行なわれてこの下で、多くの誘発イベントを発生し、それにより電話ページの流れ
を発生させることができる。
・出呼は開始され、または開始されようとする。
・出通信リンクは開始され、または開始されようとする。
・アドレス表示は特定される。
・データ通信は開始され、または開始されようとする。
・ファックスは送信され、または送信されようとする。
・アドレスされたＢ側は呼に応答する。
・アドレスされたＢ側は話し中である。
【００４４】
・アドレスされたＢ側は応答しない。
・アドレスされたＢ側は呼を拒絶する。
・アドレスされたＢ側は利用できない（例えば、アドレスされた移動電話機は巻外にある
）。
・着信呼が切迫しているか、または今開始された。
・会議呼び出しは、開始され、または開始されようとしている。
・呼は切断された。
・加入者はホールド状態に置かれる。
・ＵＥはオフにされようとしている。
・ＵＥはオンにされている。
・ＵＥの指定ボタンが押圧された時。
・ＵＥにより受信された突然のトークに応答して。
【００４５】
・音声メールが加入者に残された。
・ＳＭＳが加入者に送られた、または送られようとしている。
・ＳＭＳは加入者から受信された、または受信されようとしている。
・メールは加入者に送られた、または送られようとしている。
・Ｅメールは加入者から受信された、または受信されようとしている。
・ＨＴＴＰダウンロードは開始されている、または開始されようとしている。
・チャット・セッションは開始されている、または開始されようとしている。
・管理されたデータオブジェクト（ＳＮＭＰ）はアクセスされている、またはアクセスさ
れようとしている。
【００４６】
一定の誘発イベントは、例えば、ネットワーク・オペレータにより特別なサービスを提供
するものであってもよく、または場所に関連した情報または宣伝を自動的に行なってもよ
い。これらの誘発イベントは、次の内の１つ以上のものであってもよい：
・ＰＬＮＭの新しいセルが選択された。
・加入者の場所が変わった。最も近くのファースト・フード・チェーン・レスト
ランのような地方の宣伝を提供することができる。
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・新しい公衆移動電話網（ＰＬＭＮ）のオペレータが選択される。これにより、
例えば、選択されたＰＬＭＮのオペレータの価格リストを提供することができ
る。
・登録の新しい国が作られる。この誘発イベントは、その新しい国に関する１ページ以上
の電話ページを供給するために使用することができる。
【００４７】
上記のように、呼中の一部の誘発イベントは、電話ページの要求を発生することができる
。音声または他の通信が開始される前には使用される挨拶電話ページと、会話/通信中の
（相手側により実行を催促される、すなわち、注文され/送られる可能性のある）１枚以
上の電話ページと、音声通信またはデータ通信の終了に関連する最終の告別電話ページと
が存在し得る。電話ページ全ては、音声通信またはデータ通信の開始前に検索して、発信
側及び着信側の両方のそれぞれのユーザ装置のキャッシュに記憶することができる。それ
ぞれのユーザ装置のキャッシュへ電話ページを記憶することは、もしそのユーザ装置の一
方または両方が同時の音声通信及びデータ通信をサポートしない場合は、特に適切なこと
である。
【００４８】
恐らく、ステップ２２０での暗号化の後に、Ａ側はステップ２３０で要求を開始し、この
要求を通信チャネルを介して（例えば、図１に示したようにパケット交換して）データ・
オブジェクト・サーバに送る。データ・オブジェクトの要求は、例えば、次の多くの異な
るパラメータの内の少なくとも１つを含んでもよい：
・ホーム・オペレータを示す符号。
・データ運搬体形式を示す符号。
・販売者、ユーザ装置、例えば、ノキアのブランド/製造者を示す符号。
・ユーザ装置の種類、例えば、７１１０、ファックス、サーモスタットを示す符号。
【００４９】
・ハンドフリーセット、チャットボード、ｍｐ３プレーヤ、ラジオ、バーコードリーダ、
ＰＤＡ、及び（または）任意のブルートゥース装置のような利用可能及び（または）取り
付けた付属品を示す１つ以上の符号。
・付属品、例えば、ハンドセットまたはカー・ハンドフリー・セットのようなハ
ンドフリー付属品が動作しているか否かを示す符号。動作しているハンドフリ
ーのヘッドセットは、なるべく、音響電話ページの表示を必然的に伴うことが
好ましい。
・ユーザ装置のソフトウエアバージョンを示す符号。
・伝送に使用される要求されたプロトコル（例えば、ＷＡＰ、ＷＭＬ、ＨＤＭＬ、ＨＴＭ
Ｌ、ＨＴＴＰ）。
・データ・オブジェクト・サーバの表示（例えば、サーバ名称または単純なＩＰアドレス
）。
・データ・オブジェクトの要求を発したイベントの種類を示す符号（例えば、出
呼の設定）。
【００５０】
・表示されたＢ番号または少なくとも１つのＢ側装置に関連した他の独特な識別子。
・Ａ側識別、例えば、移動局のＡ番号または加入者識別、例えば、国際移動電話加入者識
別（ＩＭＳＩ）。
・要求されたデータ・オブジェクトを戻す時に、データ・オブジェクト・サーバにより使
用されるＡ側のネットワーク・アドレス（例えば、ＩＰアドレス）。
・Ａ側の表現能力（例えば、スクリーン分解能、オーディオなど）を示す能力符号。
・使用される暗号化計画及び（または）暗号化キーを示す符号。
・どんな国で移動局が登録されているかを示す符号（国符号）。
・現在のＰＬＭＮ（Ｖ－ＰＬＭＮ）オペレータまたは、Ａ側が定期会員の申し込みをして
いるＰＬＭＮ（Ｈ－ＰＬＭＮ）または両方を識別する符号。
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・装置の独特な識別を示す符号。
・パラメータの確認符号（例えば、チェックサム）。
【００５１】
本発明のバージョンによれば、２３０におけるデータ・オブジェクト要求は、暗号化フォ
ーマットでデータ・オブジェクト・サーバが応答してもよい。その場合、ステップ２５０
での暗号化は、ユーザ装置における応答の受信に従う。もしデータ・オブジェクトが、次
のステップで１ページ以上の電話ページを含む場合は、ステップ２６０の翻訳処理が続く
。この場合、ＵＥの能力に従って、データ・オブジェクトは表示され、かつ（または）表
明され、その後、処理はステップ２９９で終わる。例として、もし受信側のユーザ装置の
ハンドフリー装置が動作している場合、任意の表示された情報に対する補完物として、少
なくともオーディオ・インターフェースを使用することが適当である。電話ページは、受
信ユーザ装置またはＳＩＭカードの電話帳を更新するための情報及び機能性を有すること
ができる。どのような更新も、受信者の受け入れの後でのみ行なうのが適当である。本発
明の一実施例によれば、最初にユーザ装置の電話帳に存在しない人への呼がなされ、また
は、この者から呼が受信される時、次に、名称情報及び他の情報を含む電話ページの受信
時に、受信情報の１つ以上の登録を電話帳に加えるべきか否かの質問がユーザ装置のユー
ザに送られる。
【００５２】
一般的に、ステップ２９９の後には、Ａ側のＵＥの能力またはＢ番号または他のアドレス
表示によりアドレスされる装置の種類に従って１つ以上の処理が続く。
上記の実施例の内の１つによれば、連続の誘発イベントの呼が行なわれる場合、特別な利
点を関連させてもよい。例えば、コマーシャル情報は、ダイアルされたＢ番号に応答して
販売してもよく、これにより、電話ページにより受信された情報のための支払いが容易に
なる。マガジンという個々の発行物は、支払い番号を呼び出すことにより販売することが
でき、発呼者の電話ページは、マガジンを送るための名前とアドレスを与える。パスワー
ドなどによって検索可能な情報は、支払い番号を呼び出しすることと、適当にこの呼が終
了した時または行われている時に、任意の支払済みのパスワードで電話ページを見返りに
受信することにより販売することができる。
【００５３】
図３は、データ・オブジェクト・サーバ（データ・オブジェクト・サーバ１３０に類似）
での対応処理を示し、ステップ３０５で処理は開始され、ステップ３１０でデータ・オブ
ジェクト・サーバは、データ・オブジェクトの要求を受信する。この要求は、一般的には
、例えば、Ａ番号またはＢ番号、ＥメールアドレスまたはＩＰｖ６アドレスに対応するア
ドレス表示と、如何なる種類のアクションがその要求をそれほど発したかを示すものと少
なくとも有するものであってもよい。もしその要求が暗号化される場合、解読は、内容の
解釈の前にステップ３２０で行なわれる。ステップ３１０で受信された要求のアドレス表
示（例えば、Ａ番号またはＢ番号）は、データ・オブジェクト・サーバにおいてメモリ・
アドレスでマッピングされ、または前記データ・オブジェクト・サーバに接続された他の
サーバのメモリのアドレスにマッピングされ、データ・オブジェクト、例えば、電話ペー
ジは、ステップ３３０で検索される。上記のように、データ・オブジェクト・サーバは、
直接電話ページを提供するか、まさにポインタを電話ページに提供するかのいずれかを行
なうことができ、ポインタは、適当なものとしてはＵＲＩである。一部実施例では、デー
タ・オブジェクト・サーバは、電話ページ自体を含まない場合、データ・オブジェクト・
サーバは要求を実際の電話ページ・サーバに送り、すなわち、ディスパッチし、または要
求者に対し電話ページに対するＵＲＩを提供する。ディスパッチの内容は、次の如く記載
することができる：
【００５４】
－ユーザ装置は、データ・オブジェクト・サーバに対し電話ページの要求を送る；
－データ・オブジェクト・サーバは、全て適切なパラメータとその要求を実際の電話ペー
ジ・サーバに送る；
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－実際の電話ページ・サーバは、要求された電話ページをユーザ装置に転送する。
リダイレクトは、次の通り記載することができる；
－ユーザ装置は、電話ページへの要求をデータ・オブジェクト・サーバに送る；－データ
・オブジェクト・サーバは、実際の電話ページ・サーバのＵＲＩをユーザ装置に送る；
－ユーザ装置は、供給されたＵＲＩを使用して実際の電話ページ・サーバに新しい要求を
する；
－実際の電話ページサーバは、直接か間接のいずれかで（例えば、名称サーバを介して）
要求された電話ページをユーザ装置に転送する。
【００５５】
ステップ３１０の要求は、ＵＥ表示能力の表示も含んでよく、その場合、データ・オブジ
ェクトは、受信するＵＥの特定の表現能力にデータ・オブジェクト・サーバにおいて適応
させてもよい（ステップ３４０）。ステップ３１０の要求は、要求者の身元、例えば、電
話番号、の表示も含んでよい。この場合、戻された電話ページは、要求者の身元に依存す
る電話ページの選択から得られる。もし要求が暗号化されていたかまたは何らかの他の理
由で要求される場合、データ・オブジェクトは、ステップ３６０で要求ＵＥに戻される前
にステップ３５０で暗号化され、次に処理はステップ６９９でデータ・オブジェクト・サ
ーバにおいて終了される。
【００５６】
アドレス表示に接続されたデータ・オブジェクトを得るための上記の一般的なソリューシ
ョンは、例えば、関連するＵＥの通信能力に依存する幾つかの異なる方法で変えてもよい
。例えば、一連のデータ・オブジェクトを同時に要求し、暗号化し、得、解読し、及び与
える方法は、本発明のバージョンにおいても当てはまる。
移動局のようなユーザ装置は、今日パケット交換通信と回路交換通信の両方を同時に取り
扱うように開発されている。これらは、一般的にＡ級移動局と呼ばれる。また、他の移動
局の設計によりパケット交換通信と回路交換通信は、交互に可能となる。すなわち、ＰＳ
とＣＳの送受信は、同時には行われないようになる。これらは一般的にＢ級移動局と呼ば
れる。
【００５７】
図４には、本発明の一態様によるＡ級移動局であるＵＥから回路交換接続が開始される時
に係わる処理の流れ図が示してある。ステップ４０５でＡ級移動局が発呼セッションに係
わらない時で、ユーザが、例えば、ディジット、ボタンを押すことによりまたは音声認識
手段を作動させることにより、ステップ４２０でＢ番号をＢ側に示すことを開始すると、
処理は開始される。ステップ４２０中に全Ｂ番号が得られる。次に移動局は、２つの異な
る接続、すなわち、ステップ４３０－４４０－４９８での音声通信チャネル用の回路交換
接続、及びステップ４５０～４９９での電話ページの検索用のパケット交換通信チャネル
の設定を開始する。これらの処理は、Ａ級移動局では同時であってもよい。
【００５８】
回路交換処理の場合、Ｂ側との音声接続は、ステップ４３０で開始され、通信資源は、電
話の会話が行なわれる可能性のある移動ネットワークにより割り当てられる。電話の会話
は、例えば、移動局の指定ボタンを押すことにより、または固定のネットワーク電話の握
り部分をハングアップすることにより、通常の音声電話として４４０で終了する。電話の
終了には、移動通信ネットワークの回路交換部分内の関連する通信資源並びに、例えば、
接続にかかわる任意のＰＳＴＮ資源の割り当て解除も含まれる。
【００５９】
パケット交換処理は、図３に関して記載された処理に基本的には従うものであり、データ
・オブジェクトの要求は、恐らく暗号化の後で送られる（ステップ４５０、４６０）、応
答は受信され、電話ページは、恐らくしかるべき解読の後表示される（４７０～４９０）
。その後、パケット交換接続は、ステップ４９９で終了もする。
上記のように、Ｂ級型移動局は、２つの同時接続、すなわち、１つのパケット交換接続と
１つの回路交換接続を扱うことができないので、一部のイベントの場合、電話ページの検
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索の他の試みが回路交換音声接続の設定時に必要となる。
【００６０】
図５は、図４に関して説明した処理に似た処理を示すが、Ａ側発呼端で使用されるＢ級型
移動局の場合の処理を示す。ステップ５０５で処理は開始され、ステップ５１０でＢ番号
が図４に関して上に記載したように示される。この実施例では、ステップ５２０が導入さ
れ、このステップ５２０では、電話ページが要求されるべきか否かを選択することが可能
である。これは、一般的には、ユーザにより行なわれ、及び（または）適切な設定により
ダイアルされるＢ番号により示される選択とすることができる。本発明の一実施例によれ
ば、指定された送りボタンの二重クリックすることは、電話ページが要求されるべきであ
るということを示す。電話ページを望まないということが示される場合、ステップ５５０
－５６０－５９９で図４に関して説明した回路交換呼の接続及び終了が続くことになる（
ステップ４３０、４４０、４９８）。
【００６１】
電話ページが望まれるということが示される場合、次のステップは、パケット交換通信チ
ャネルでデータ・オブジェクトの要求を暗号化し（５３０）これを送る（５３５）ことで
ある。パケット・セッションが遮断されない限り（５４０）、データ・オブジェクトのダ
ウンロードはＡ側に続く。データ・オブジェクトは、ステップ５７０で受信され、暗号化
されている場合には、ステップ５８０で解読され、ステップ５９０で翻訳（render）され
る。ステップ５９５でデータ・オブジェクトは、検出され、受信情報が更に存在する限り
（ステップ５９５）、そしてステップ５４０で遮断がなければ、データ・ダウンロードは
続行する。例えば、電話ページの完全なダウンロードをユーザがもはや待つことを望まず
、代わりにステップ５５０で回路交換通信を開始することを望む時には遮断が生じる可能
性がある。これは、時間満了によりマンマシーン・インターフェース（ＭＭＩ）での手動
表示により開始してもよい。遅くとも、ダウンロードすべき電話ページ・データがもはや
存在しない場合には回路交換通信が開始される。本発明の他の実施例によれば、Ｂ級ＵＥ
用の電話ページは、電話の完了時にまたはＵＥが電話に係わらない時はいつも、データ・
オブジェクト・サーバ１３０から得られて、次の誘発イベントの時に容易に利用できるＵ
Ｅ内の局部に記憶される。
【００６２】
今まで、Ａ側の装置で表示すべき電話ページの検索を扱った。接続に関する電話ページ、
好ましくは、Ａ側番号で識別される電話ページもＢ側は同様に表示してよいということを
認識すべきである。図６には、Ｂ側がＡ級移動局の能力に対応する能力を有する時に行な
われる本発明の一実施例によるＡ側電話ページの検索のためのＢ側ユーザ装置での処理の
流れ図が示される。処理は、ステップ６０５において、例えば、Ｂ側ＵＥへの着信呼によ
り開始される。ステップ６１０で、通信チャネルは、ＵＥとネットワーク１１０との間に
割り当てられ、それは接続される。ステップ６２０で、発呼の身元、すなわち、Ａ側の身
元、好ましくはＡ番号、の表示がＢ側に示される。次にステップ６６０と６７０で、要求
が暗号化の後でデータ・オブジェクト・サーバに送られる。この要求は、サーバで受信さ
れると、Ａ側から受信した要求と同様に扱われ、すなわち、必要ならば解読され、Ａ側の
身元に関連したデータ・オブジェクトの伝送時に応答を受ける。
【００６３】
ＵＥは、データ・オブジェクト、すなわち、電話ページをステップ６８０で受信し、必要
ならばステップ６９０で解読の後、電話ページは、ステップ６９５でＢ側ユーザに表示す
ることができる。着信呼が切迫した誘発イベントであることに応答して、要求された着信
ユーザ装置のＢ側により受信された挨拶の電話ページは、発信者、すなわち、Ａ側、すな
わち、発呼者の個人化された呼び出し信号を含むことができ、Ａ側はＢ側ユーザ装置の特
別な呼び出し信号により自身をＢ側に明らかにする。本発明の一バージョンにおいては、
電話ページにおける音は、呼中または呼設定の期間に、好ましくはほんの一時的に呼び出
し信号音に代わることにより電話ページ音を呼び出し信号として使用することができる。
他のバージョンでは、電話ページの受信者の呼び出し信号は、なるべく、呼期間の間だけ
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消され、それにより電話ページの音だけが普通の呼び出し信号の代わりに聞こえることが
可能となる。
【００６４】
呼が６３０で応答されると、音声接続は、図３と図４に関して記載した処理と同一の処理
を従えてもよい。もし呼に対する応答がされない場合、音声部シーケンスは、６９８で終
了する。
明確化の理由で、ＵＥ１００と通信基盤１１０との間、ＵＥ１００とデータ・オブジェク
ト・サーバ１３０との間のシグナリングの一部のステップが上記の実施例の一部では省略
されており、上記のシグナリングにおいて、本発明による必要で新規なステップに対し焦
点が当てられている。理解すべきは、他の処理（例えば、認証、チャネル割り当て及び請
求）は、上記のシグナリングに記載した以外に生じてもよいということである。
【００６５】
図７は、本発明の一実施例で使用されるべきＵＥを示し、このＵＥは、移動電話機または
移動電話機の能力を有するＰＤＡである。中央処理装置（今後はＣＰＵ）７５０は、少な
くとも１つのメモリユニット７５１と少なくとも１つの表示装置７２０に接続されている
。ＣＰＵ７５０は、加入者が、例えば、デジットを入力することができるようにキーボー
ド装置またはキーボード領域７５２にも接続してよい。万一、一時的にパワーが利用不能
の場合に備えてメモリユニット７５１は、記憶情報を保持するために非揮発性（例えば、
ＥＥＰＲＯＭまたはＳＩＭカード）であってもよい。ＣＰＵ７５０は、着信発信データを
ＲＦ変調信号に変換することができる無線ユニット７１０に更に接続されている。無線ユ
ニット７１０は、ＲＦ変調信号をＲＦ両立媒体（例えば、空気）に受信/送信することを
可能にするアンテナ７６０にも接続している。無線ユニット７１０は、音声通信を可能に
するために、イヤーフォン７３０とマイクロフォン７４０に直接または間接に接続もして
よい。ＵＥは、複数のプログラム、例えば、少なくとも１つの種類のデータ・オブジェク
トを表現できるブラウザ７７１と、データ・オブジェクトの要求を暗号化すると共にデー
タ・オブジェクトを解読することが可能な暗号化/解読エンジン７７２とを更に有しても
よい。ＵＥは、通信ネットワーク１０内に送信資源を占有せずにデータ・オブジェクトを
記憶し検索することが可能なキャッシ・メモリをオプションで備えてもよい。
【００６６】
図８は、本発明の一実施例によるデータ・オブジェクト・サーバ１３０を示す。このデー
タ・オブジェクト・サーバは、少なくとも１つのメモリ装置８１０、キャッシ・メモリ８
５０、少なくとも１つのデータベース８４０及び少なくとも１つのインターフェース８２
０に接続された少なくとも１つのＣＰＵ８３０を有している。メモリ装置８１０とデータ
ベース８４０は、非揮発性であってもよい。インターフェース８２０により、ＣＰＵ８３
０は、データ・ネットワーク１２０に対しデータを送り、またはこのデータ・ネットワー
ク１２０からデータを受信することが可能となる。キャッシ・メモリ８５０により、ＣＰ
Ｕ８３０が、しばしば使用されるデータを容易に得ることができるように、このしばしば
使用されるデータ・オブジェクトの記憶が可能となる。データベース８４０は、通信基盤
１１０とデータ・ネットワーク１２０を介して、ＵＥ１００により要求することができる
実際のデータ・オブジェクトを包含している。データ・オブジェクト・サーバは、ＵＥ１
００の表現能力に従ってデータ・オブジェクトを最適化可能にするフィルタ８６１と、デ
ータ・オブジェクト要求を解読し、データ・オブジェクトを暗号化することが可能な暗号
化/解読エンジンとを有するが、これに限定されない若干のプログラムを更に有してもよ
い。
【００６７】
本発明のバージョンによれば、ブロック８１０、８２０、８３０、８４０、８５０、８６
０は、複数のコンピュータで実施されてもよい。本発明の他のバージョンによれば、前記
複数のコンピュータは、かなりの距離に配置してもよい。
【００６８】
Ｂ番号表示は、Ａ側ＵＥのＢ番号を示す何らかの手段を必要とする。Ｂ番号表示処理の第
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１の例は、図９に関して記載する。この図９において、Ｂ番号表示は、９０５における開
始ステップとキーボード装置から文字を受信するステップ９１０を有している。ステップ
９１０に応答して、ステップ９２０でＵＥのメモリバッファに文字を記憶し、もしＢ番号
がステップ９３０で完成しているか否かをチェックする。もしＢ番号が完成していない場
合、ステップ９１０、９２０、９３０が繰り返される。もしＢ番号が完成していれば、Ｂ
番号表示処理は９９９で終わりとなる。Ｂ番号完成の決定９３０には、表示処理を監視す
るタイマの使用、押されるキーの数を最小にするための簡単なキーの組み合わせ、番号の
完成を示す指定ボタン（例えば、送信（ＳＥＮＤ）ボタンまたは呼び出し（ＣＡＬＬ）ボ
タンを１度押す）またはＢ番号の完成度についてのメモリバッファの数字の解析を必要と
してもよく、しなくてもよい。
【００６９】
Ｂ番号表示の第２の例は、音声検出によるものであり、これにより、着信トークのスパー
ト（spurt）は、ＵＥ１１０に含まれる内部データベースにおける登録と成功裡に整合さ
れ、それにより、有効なＢ番号は、前記の着信トークのスパートに応答して得ることがで
きる。
Ａ番号表示は、前記ＵＥ１００に対するＡ番号の任意の表示手段を必要とする。Ａ番号表
示処理の第１の例は、図１０に関して記載する。ここで、Ａ番号表示は、処理の開始ステ
ップ１００５と通信基盤１１０からのＡ番号の受信のステップ１０１０を有する。ステッ
プ１０１０に応答して、Ａ番号が有効であったか（例えば、ブロックされなかったか、秘
密でなかったか、または誤解されなかったか）否かがチェックされ、もし有効であれば、
ステップ１０３０でＡ番号をＵＥ１１０のメモリに記憶する。もしＡ番号が有効でない場
合は、非有効Ａ番号を示すフラグがＵＥ１１０のメモリに記憶される。処理は、１０９９
で終わる。
【００７０】
Ａ番号表示処理の第１の例は、論理データ通信リンク１６２で直接Ａ番号に応答して、Ａ
番号またはデータ・オブジェクトを送信することによるものである。
図１１は、ＵＥ１００がグラフィック能力を有する固定電話機の場合の本発明の第２のバ
ージョンによるＵＥ１００を示す。この第２のバージョンによれば、ＵＥ１００は、図７
に記載した移動電話機に等しいが、無線ユニット７１０とアンテナ７６０がメディア・ア
ダプタ１２１０と置換されている点は除く。メディア・アダプタ１２１０は、ＩＳＤＮ、
ＡＤＳＬ，ＨＤＳＬ、ＶＤＳＬ及びケーブル・ネットワーク並びにこれらの組み合わせを
含むが、これらに限定されない特定のメディア基準に着信する信号とこのメディア基準か
ら出て行く信号とを変換する。
【００７１】
図１２は、ＵＥ１００が通信リンク１３９５を介してアンテナ１３６０をＰＤＡ１４９０
に接続して、恐らくデータ・オブジェクトの表現能力がない移動電話機１３９０の時の本
発明の他の実施例によるＵＥ１００を示す。通信リンクは、例えば、赤外線、無線（例え
ば、ブルートゥース）または有線通信装置により実現してもよい。ＰＤＡ１４９０は、更
に、少なくとも１つのメモリユニット１４５１と少なくとも１つの表示装置１４２０に接
続されたＣＰＵ１４５０を有している。ＣＰＵ１３５０は、加入者が例えばディジットを
入力することができるように、キーボード装置またはキーボードエリア１４５２にも接続
してよい。万一、パワーが一時的に利用不能の場合に備えてメモリユニット１４５１は、
記憶情報保持のために非揮発性（例えば、ＥＥＰＲＯＭまたはＳＩＭカード）であっても
よい。ＰＤＡ１４９０は、更に、少なくとも１種類のデータ・オブジェクトを表現できる
ブラウザ１４７１と、データ・オブジェクトの要求を暗号化すると共にデータ・オブジェ
クトを解読することができる暗号化/解読エンジン１４７２を含むが、これらに限定され
ない１群のプログラム１４７０を有している。移動電話機１３９０は、更に図７で記載し
てあり、１３２０は７２０に対応し、１３１０は７１０に対応し、１３５０は７５０に対
応し、１３５１は７５１に対応し、１３５２は７５２に対応し、１３３０は７３０に対応
し、１３４０は１３４０に対応する。
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【００７２】
本発明の機能性は、ユーザ装置に前もってプログラムするか、ユーザ装置にダウンロード
するかのいずれかが可能である。または、ネットワーク・オペレータは、ネットワークへ
のアクセスのためにユーザに提供されるＳＩＭカードでアプリケーションを提供してもよ
い。
【００７３】
基本的には、本発明は、電話番号のようなアドレス表示間の関連を電話ページを指し示す
インターネット・アドレスのようなデータ・オブジェクトに提供するということができる
。ユーザが電話番号をダイアルすると、例えば、この電話番号に関連したインターネット
・アドレスは自動的に得られて、そのインターネット・アドレス（すなわち、電話ページ
）に配置されたコンテンツは、自動的にダウンロードされて、ユーザの電話機に表示され
る。同時に、ユーザ自身の電話ページは、被呼側の電話機にダウンロードされて表示され
る。電話番号に関連する他に（誰が電話ページを要求するのか/受信するのかに依存して
、異なる電話ページを送る可能性を与える、恐らく所有者及び更に要求者の両方）、電話
ページは、特定のイベントにも関連する。これらのイベントの例は、ユーザが電話番号を
ダイアルし、呼に応答し、着信呼を受信する時、または、ダイアルした番号が話し中の時
である。ユーザは、各々が１つか数個のイベントに関連している数枚の異なる電話ページ
を有することができる。これによりユーザは、状況に応じて他のユーザに対し互いに異な
る種類の情報を提供することができる。１つの有用な例は、もしユーザが話し中か、応答
しない場合に（Ｅメールアドレスのような）付加的な情報をユーザが提供できることであ
る。簡単に言えば、本発明は、以下により例示することができる：
【００７４】
－電話ページ・イベントが発生し、例えば、ユーザが、電話機、例えば、移動電話機で番
号をダイアルする。移動電話機は、このダイアルした電話番号に関連したインターネット
・アドレス（すなわち、電話ページの場所）を請求する要求を電話ページ番号サーバに自
動的に送る。
－電話ページ番号サーバは、データベースでそのインターネット・アドレスを調べるため
に、その電話番号を他のパラメータと共に使用する。
－移動電話機が電話ページの場所を受信すると、ブラウザ、すなわち等価な機能性が存在
し、起動され、インターネット・アドレスの情報を検索する要求が送られる。
－電話ページの内容は、移動電話機にダウンロードされる。
本発明は、上記の実施例に制限されず、上記の特許請求の範囲内で変更してもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施例による通信基盤の全体像の概観を示す。
【図２】　本発明の一実施例によるＡ側ＵＥの加入者の相互作用の第１の流れ図を示す。
【図３】　本発明の一実施例によるデータ・サーバの相互作用の第１の流れ図を示す。
【図４】　データ通信と音声通信を同時に行うことができるときの本発明の一実施例によ
るＡ側ＵＥの加入者の相互作用の第２の流れ図を示す。
【図５】　データ通信と音声通信を同時に行うことができないときの本発明の他の実施例
によるＡ側ＵＥの加入者の相互作用の第３の流れ図を示す。
【図６】　本発明の他の実施例によるＢ側ＵＥの加入者の相互作用の流れ図を示す。
【図７】　本発明の一実施例によるＵＥの例示的なブロック線図を示す。
【図８】　本発明の一実施例によるデータ・ネットワークのデータ・オブジェクト・サー
バのブロック線図を示す。
【図９】　本発明の一実施例によるＢ番号表示処理の流れ図を示す。
【図１０】　本発明の一実施例によるＡ番号表示処理の流れ図を示す。
【図１１】　本発明の一実施例による固定ネットワークに接続されているＵＥの例示的な
ブロック線図を示す。
【図１２】　本発明の一実施例によるＰＤＡと移動電話機からなるＵＥの例示的なブロッ
ク線図を示す。
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