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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザのショートレンジワイヤレスターミナルのサービス発見プロトコル（ＳＤＰ）デ
ータベースにユーザのパーソナルプロフィールをインストールし、
　前記パーソナルプロフィールを、それが前記ユーザのショートレンジワイヤレスターミ
ナルにある間に、ユーザの入力に応答して編集し、そして
　前記ユーザのパーソナルプロフィールを前記ユーザのショートレンジワイヤレスターミ
ナルから問合せ側ワイヤレスターミナルへ送信する、という段階を備え、
　前記ユーザのショートレンジワイヤレスターミナルは、前記ユーザのショートレンジワ
イヤレスターミナルと前記問合せ側ワイヤレスターミナルにインストールされているそれ
らの各ユーザプロフィールが第１の厳密なマッチングレベルを有する場合に、前記ユーザ
のパーソナルプロフィールにおける一般的な情報を前記ショートレンジワイヤレスターミ
ナルとの接続を決定し確立する前記問合せ側ワイヤレスターミナルとで共有し、且つ、前
記ユーザのショートレンジワイヤレスターミナルは、前記ユーザのショートレンジワイヤ
レスターミナルと前記問合せ側ワイヤレスターミナルにインストールされているそれらの
各ユーザプロフィールが前記第１レベルより厳密な第２の厳密なマッチングレベルを有す
ると判断した場合に、前記ユーザのパーソナルプロフィールにおける詳細なプライベート
情報を前記問合せ側ワイヤレスターミナルとで共有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ユーザのショートレンジワイヤレスターミナル及び前記問合せ側ワイヤレスターミ
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ナルは、ブルーツース装置である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザのショートレンジワイヤレスターミナルを、問合せ側ワイヤレスターミナル
により及び応答してユーザのパーソナルプロフィールにアクセスするのを許す状態にセッ
トする段階を更に備えた請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記問合せ側ワイヤレスターミナルからの到来するメッセージを前記ユーザのショート
レンジワイヤレスターミナルによってフィルタする段階を更に備えた請求項２に記載の方
法。
【請求項５】
　ユーザのターミナルに記憶されるパーソナルプロフィールを編集する前記段階は、更に
、ユーザのターミナルにインデックススクリーンを表示して、ユーザがプロセスに関連し
たキーワードを編集及び除去するためのプロセススクリーンにアクセスできるようにし、
そして；ユーザのターミナルのユーザインタフェースを使用して前記パーソナルプロフィ
ールを編集及び更新する請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　ネットワークを経て前記パーソナルプロフィールをアップロードし、それらを集中化デ
ータベースに記憶し；前記集中化データベースに接続されたコンピュータで前記パーソナ
ルプロフィールを編集できるようにし、そして；前記編集されたパーソナルプロフィール
を前記ユーザターミナルへダウンロードする、という段階を更に備えた請求項２に記載の
方法。
【請求項７】
　ユーザのパーソナルプロフィールをインストールする前記段階は、更に、ユーザのパー
ソナルプロフィールを含む電話帳セクションと、詳細なパーソナル情報のためのより詳細
なデータセクションとに分割されたデータベースに、ユーザのパーソナルプロフィールを
インストールする段階を備えた請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　ユーザのパーソナルプロフィールをインストールする前記段階は、更に、名前及びコン
タクト情報のような一般的情報を前記電話帳セクションに書き込む段階を備えた請求項７
に記載の方法。
【請求項９】
　ユーザのパーソナルプロフィールをインストールする前記段階は、更に、スポーツの関
心及び趣味の関心のような詳細なパーソナル情報を前記より詳細なデータセクションに書
き込む段階を備えた請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　ＳＤＰトランザクションにおいて前記要求された情報に対してフォーマットを与えるよ
うに応答する段階を更に備えた請求項２に記載の方法。
【請求項１１】
　前記応答段階は、更に、オブジェクト交換（ＯＢＥＸ）トランザクションにおいてデー
タベースから付加的なユーザ定義情報へのリンクを設けることにより応答に付加的な規準
を与える段階を備えた請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記応答段階は、更に、前記ユーザの電話帳からのユーザ情報を、ｖＣａｒｄ電子ビジ
ネスカードフォーマットでエンコードして送信する段階を備えた請求項１１に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記応答段階は、更に、前記パーソナルプロフィールを拡張マークアップ言語（ＸＭＬ
）でエンコードして送信する段階を備えた請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　ユーザのパーソナルプロフィールをインストールする前記段階は、更に、複数のフィー
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ルドにより定義されたＳＤＰデータベースにユーザの関心のリストを含ませる段階を備え
、各フィールドは、一連の属性を含み、そして各属性は、名前、形式及び値により定義さ
れる請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　ユーザのパーソナルプロフィールをインストールする前記段階は、更に、各指定の関心
を特徴付けるビットマスクを含ませる段階を備えた請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　ユーザのパーソナルプロフィールをインストールする前記段階は、更に、個人化データ
の完全な補数を１つのＳＤＰデータベース記録に記憶する段階を備えた請求項１４に記載
の方法。
【請求項１７】
　前記ユーザのショートレンジワイヤレスターミナルは、ユーザのパーソナルプロフィー
ルからの情報をプルモデルにおいて問合せ側ワイヤレスターミナルへ転送する請求項１に
記載の方法。
【請求項１８】
　前記ユーザのショートレンジワイヤレスターミナルは、ユーザのパーソナルプロフィー
ルからの情報をプッシュモデルにおいて問合せ側ワイヤレスターミナルへ転送する請求項
１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ユーザのショートレンジワイヤレスターミナルは、ユーザのパーソナルプロフィー
ルに対する一般的情報をプッシュモデルにおいて問合せ側ワイヤレスターミナルへ、認証
又は暗号化を伴わずに、転送する請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　ユーザのプロフィールにおけるより詳細なプライベート情報は、認証及び暗号化により
保護される請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ユーザのプロフィールにおけるより詳細なプライベート情報を送信する前に、前記
ユーザのショートレンジワイヤレスターミナルは、問合せ側ワイヤレスターミナルとの基
本帯域接続の暗号化を開始する請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　ａ）ユーザ定義プロフィールを含むデータベースと、
　ｂ）ユーザ定義パーソナルプロフィールをユーザ入力に基づいて編集するためのデータ
ベース管理装置と、
　ｃ）サービス発見プロトコル（ＳＤＰ）データベース記録に含まれるユーザクセスのた
めの前記ユーザ定義パーソナルプロフィールを、表示するスクリーンディスプレイ装置と
、
　ｄ）他のターミナルからの問合せに応答して前記ユーザ定義パーソナルプロフィールへ
アクセスするためのトランシーバ装置と、
　ｅ）移動ターミナルおよび問合せ側ワイヤレスターミナルにインストールされているそ
れらの各ユーザプロフィールが第１の厳密なマッチングレベルを有する場合に、前記ユー
ザのパーソナルプロフィールにおける一般的な情報を問合せ側ワイヤレスターミナルとで
共有する、前記移動ターミナル内のマッチング装置であって、前記移動ターミナルは、移
動ターミナルおよび問合せ側ワイヤレスターミナルにインストールされているそれらの各
ユーザプロフィールが前記第１レベルより厳密な第２の厳密なマッチングレベルを有する
と判断した場合に、前記ユーザのパーソナルプロフィールにおけるより詳細なプライベー
ト情報を前記ショートレンジワイヤレスターミナルとの接続を決定し確立する前記問合せ
側ワイヤレスターミナルとで共有する、前記マッチング装置と、
を備えることを特徴とする移動ターミナル。
【請求項２３】
　ユーザのパーソナルプロフィールを含むデータベースを含んだワイヤレス装置と、
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　ショートレンジワイヤレスネットワークを介して前記ワイヤレス装置に接続することが
できる問合せ側ワイヤレスターミナルと、
　トランザクションにおいて問合せ側ワイヤレスターミナルによるアクセスを許すために
前記ワイヤレス装置を個人化状態にセットする個人化装置であって、前記ユーザのパーソ
ナルプロフィールはサービス発見プロトコル（ＳＤＰ）データベース記録に含まれる、前
記個人化装置と、
　前記ワイヤレス装置と前記問合せ側ワイヤレスターミナルにインストールされているそ
れらの各ユーザプロフィールが第１の厳密なマッチングレベルを有する場合に、前記ユー
ザのパーソナルプロフィールにおける一般的な情報を前記問合せ側ワイヤレスターミナル
とで共有する、前記ワイヤレス装置内のマッチング装置であって、前記ユーザのワイヤレ
ス装置は、前記ワイヤレス装置と前記問合せ側ワイヤレスターミナルにインストールされ
ているそれらの各ユーザプロフィールが前記第１レベルより厳密な第２の厳密なマッチン
グレベルを有すると判断した場合に、前記ユーザのパーソナルプロフィールにおけるより
詳細なプライベート情報を前記ショートレンジワイヤレスターミナルとの接続を決定し確
立する前記問合せ側ワイヤレスターミナルとで共有する、前記マッチング装置と、を備え
ることを特徴とするシステム。
【請求項２４】
　前記サービス発見プロトコル記録は前記データベースに記憶される請求項２３に記載の
システム。
【請求項２５】
　前記ワイヤレス装置は、前記ワイヤレス装置と前記問合せ側ワイヤレスターミナルにイ
ンストールされているそれらの各ユーザプロフィールが規定の裕度内でマッチする場合に
、前記ユーザのパーソナルプロフィールにおける情報を前記問合せ側ワイヤレスターミナ
ルとで共有する請求項２３に記載のシステム。
【請求項２６】
　i）ユーザの入力に応答して、ワイヤレスターミナルのサービス発見プロトコル（ＳＤ
Ｐ）データベースに、ワイヤレスターミナルのユーザのパーソナルプロフィールをインス
トールし、ここで、前記パーソナルプロフィールは、一般的な情報と、前記ユーザのより
詳細なプライベート情報とを含んでおり、
　ii）前記ユーザのパーソナルプロフィールの前記一般的な情報を、隣接するワイヤレス
ターミナルに、サービス発見プロトコル（ＳＤＰ）データベース記録として送信し、且つ
、前記隣接するワイヤレスターミナルのユーザに関する対応するパーソナルプロフィール
情報を受信することにより、前記隣接するワイヤレスターミナルを用いてサービス発見を
実行し、
　iii）前記隣接するワイヤレスターミナルのユーザの前記受信した対応するパーソナル
プロフィール情報と前記ＳＤＰデータベース記録との間に厳密なマッチングが存在すると
の判断に応答して、前記ユーザのパーソナルプロフィールの前記より詳細なプライベート
情報を前記ショートレンジワイヤレスターミナルとの接続を決定し確立する前記隣接する
ワイヤレスターミナルへ送信する、
といった手順を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な媒体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ショートレンジワイヤレス通信システム、ネットワーク、及び操作方法に係
る。より詳細には、本発明は、ブルーツース(Bluetooth)規格を使用するショートレンジ
ワイヤレス通信システムにおけるアドホックネットワークのためのパーソナルプロフィー
ルの共有及び管理に係る。
　本発明は、参考としてここに援用する２００２年２月２７日に出願された「Personal P
rofile Sharing and Management for Short-Range Wireless Terminals」と題する米国特
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許出願第１０／０８３，１３４号の優先権を請求する。
【背景技術】
【０００２】
　アドホックネットワークは、比較的短い時間中に互いに連係して共通の目的を果たす移
動ワイヤレス装置で主として構成されたショートレンジワイヤレスシステムである。この
ような一時的ネットワークは、ブルーツース規格では「ピコネット」、ＩＥＥＥ８０２．
１１ワイヤレスＬＡＮ規格では「独立基本サービスセット」（ＩＢＳＳ）、ＨＩＰＥＲＬ
ＡＮ規格では「サブネット」、そして他のワイヤレスＬＡＮ技術では一般的に無線セル又
は「マイクロセル」と称される。アドホックネットワークは、通信できるに充分なほど物
理的に接近し且つ規則的なベースで情報を交換するワイヤレス装置の任意の集合体である
という共通の特性を有する。これらネットワークは、著しいプランニングを伴わずに迅速
に構成することができる。アドホックネットワークのメンバーは、互いのレンジに入った
り出たりするときに加わったり去ったりする。ほとんどのアドホックネットワークは、無
線スペクトルを共有するためにキャリア感知プロトコルを使用して１から５４Ｍｂｐｓの
速度で非認可の無線周波数にわたって動作する。それらが通信できる距離は、ブルーツー
スアドホックネットワークの場合の１０メーターから、オープン環境におけるワイヤレス
ＬＡＮマイクロセルの場合の１００メーター以上である。アドホックネットワークは、主
として、移動ワイヤレス装置で構成されるが、１つ以上のアクセスポイントを含むことも
でき、これらアクセスポイントは、スタンドアローンサーバーとして動作するか又はゲー
トウェイとして他のネットワークに接続された固定ワイヤレス装置である。
【０００３】
　ブルーツースは、最初ケーブルに代わるものとして意図されたショートレンジ無線ネッ
トワークである。これは、８個までの装置が一緒に動作するアドホックネットワークを形
成するのに使用できる。ブルーツース・スペシャル・インタレスト・グループ、「Specif
ication Of The Bluetooth System」、第１及び２巻、コア・アンド・プロフィール：バ
ージョン１．１、２００１年２月２２日には、ブルーツース装置の動作原理及び通信プロ
トコルが説明されている。装置は、工業、科学及び医療（ＩＳＭ）用途で一般的に使用す
るように指定された２．４ＧＨｚの無線帯域で動作する。ブルーツース装置は、１０メー
ターの無線通信レンジ内で他のブルーツース装置を見出すと共に、それらがどんなサービ
スをオファーするか、サービス発見プロトコル（ＳＤＰ）を使用して発見するように設計
される。ＳＤＰのサーチ機能は、クライアントの役割を果たす要求側ブルーツース装置と
、サーバーの役割を果たす応答側ブルーツース装置との間に確立されるリンクに依存する
。リンクが確立されると、これを使用して、応答側ブルーツース装置のサービスと、それ
らにいかに接続するかを見出すことができる。
【０００４】
　ブルーツース規格、ＩＥＥＥ８０２．１１ワイヤレスＬＡＮ規格及びＨＩＰＥＲＬＡＮ
規格に加えて、他のワイヤレス規格もアドホックネットワークをサポートする。例えば、
ＩＥＥＥ８０２．１５ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）規格、赤外
線データ関連付け（ＩｒＤＡ）規格、デジタルエンハンストコードレステレコミュニケー
ション（ＤＥＣＴ）規格、シェアドワイヤレスアクセスプロトコル（ＳＷＡＰ）規格、日
本の第３世代（３Ｇ）ワイヤレス規格、及びジャパニーズ・アソシエーション・オブ・ラ
ジオ・インダストリー・アンド・ビジネスのマルチメディア移動アクセス通信（ＭＭＡＣ
）システム規格が含まれる。
【０００５】
　ブルーツースユニットは、他のユニットと通信するところの一般的な振舞いを有する。
これらの振舞いは、「アプリケーションプロフィール」と称される。前記仕様書のバージ
ョン１．１には、一般的アクセスプロフィール（ＧＡＰ）、サービス発見プロフィール（
ＳＤＰ）、一般的オブジェクト交換プロフィール（ＧＯＥＰ）、及びオブジェクトプッシ
ュプロフィールを含む１３個のアプリケーションプロフィールが記載されている。
【０００６】
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　一般的アクセスプロフィール（ＧＡＰ）は、２つのブルーツースユニットがいかに互い
を発見して接続を確立するか定義している。サービス発見プロトコル（ＳＤＰ）は、他の
ユニットからのブルーツースユニットに利用可能なサービスの調査を定義している。一般
的オブジェクト交換プロフィール（ＧＯＥＰ）は、例えば、オブジェクト交換（ＯＢＥＸ
）規格を使用するファイル転送同期のように、オブジェクト交換を取り扱う際にアプリケ
ーションにより使用される１組のプロトコル及び手順を定義している。ＯＢＥＸ規格は、
赤外線データ関連付け（ＩｒＤＡ）、オブジェクト交換プロトコル、バージョン１．２に
よって指定される。ＯＢＥＸ規格は、ブルーツースにより、多数の要求／応答交換を許す
２進ＨＴＴＰプロトコルとして採用されている。ブルーツースオブジェクトプッシュプロ
フィール仕様は、ＯＢＥＸ規格を使用して仮想ビジネスカードを交換するアプリケーショ
ンについて説明している。
【０００７】
　パーソナルプロフィールは、公式な１組の１３個のブルーツースアプリケーションプロ
フィールとは異なる。パーソナルプロフィールは、ワイヤレス移動装置間で交換されるよ
う意図されたデータセットである。パーソナルプロフィールは、ユーザ及びその装置につ
いて記述した情報を与え、ユーザの装置の機能及び通信特徴に関して他のユーザに通知す
ると共に、ユーザの特徴及び関心についても通知する。現在、パーソナルプロフィールは
、ユーザにより作成されて集中化サーバーへ送信され、集中化サーバーは、他のユーザに
よるアクセスを管理するためにサービスプロバイダーによって動作される。必要とされる
のは、ユーザが、自分の移動ワイヤレスターミナルを個人化して、例えば、アドホックネ
ットワークにおいて他の装置と共有するためにそのターミナルでパーソナルパラメータを
リアルタイムで変更及び管理できるようにする機構又は技術である。
【０００８】
　パーソナルプロフィールに関連した従来技術は、２０００年３月１日に出願されて、２
００１年９月５日に公告されたＤ．マンデータ氏の「Management of User Profile Data
」と題するＥＰ１１３０８６９Ａ１号を含む。この参照文献は、メッセージをユーザ間に
ほぼリアルタイムで送信できるようにするインスタントメッセージブローカー（ＩＭＢ）
システムを開示している。ＩＭＢは、ＩＰ及び移動テレコミュニケーションネットワーク
のようなネットワーク技術を一体化して、ユーザが機能にアクセスし、タスクを実行しそ
してプロセス情報を被呼者へ配送できるようにする分散型処理システムである。ＩＭＢは
、ターミナル装置のユーザが情報送信内にアクセスすることに関連したユーザ情報及び／
又はユーザの好みのセットを表わすユーザプロフィールデータを記憶して管理するための
データベースを備えている。このデータベースは、各ユーザに対して、少なくとも１つの
カスタマイズ可能なユーザプロフィールを含み、これは、ユーザにより作成、編集及び削
除することができる。各カスタマイズ可能なユーザプロフィールは、ユーザの物理的な位
置及び／又は論理的コンテクストを表わすユーザの環境に関連付けされる。データベース
は、１人のユーザに対して複数のユーザプロフィールを備え、ユーザのユーザプロフィー
ルは、同時に１つだけアクティブとなる。各加入者は、ユーザプロフィールデータベース
内に準備された加入者自身のデータスペースであるいわゆるユーザスペースに複数のユー
ザプロフィールをもつことができる。ユーザは、異なる状況に対して異なるコンテクスト
を定義し、そしてそれらの間を動的に切り換えることができる。現在使用されているアク
ティブなコンテクストは、いかに加入者に到達できるかを記述する。この記述は、ユーザ
が現在好ましいターミナル装置においてオンラインであるかどうかの指示を含む。更に、
１組の別のターミナル装置が設けられ、好ましい装置においてＩＭＢ加入者にコンタクト
してもよいし、又は到達できないこともある。又、インスタントメッセージの付加的なコ
ピーを受信するのに別のターミナル装置を使用することもできる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来技術は、ユーザによりユーザの移動ターミナルにインストールされ、編集されそし
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て管理される個人化されたユーザプロフィールを含むワイヤレス移動ターミナルを記述も
示唆もしていない。この能力を必要とするのは、例えば、潜在的顧客の認知された関心に
マッチするようにセールス代表者の仮想ビジネスカードをリアルタイムで変更することで
ある。現在、セールス代表者は、自分の仮想ビジネスカードに情報をリアルタイムで追加
又は更新することができない。この能力を必要とする別の例は、デーティング／マッチメ
ーク筋書き(dating/match-making scenario)である。仮想ビジネスカードの交換を伴うチ
ャンスミーティングの間に、ユーザは、他のユーザの認知された関心にマッチさせるよう
に自分のパーソナル関心情報をリアルタイムで変更することを希望する。
【００１０】
　更に、従来技術は、個人化されたユーザプロフィールを、ユーザのワイヤレス移動ター
ミナルから、サービスプロバイダーにより操作されるサーバーへアップロードし、ユーザ
がこれにアクセスしてプロフィールを更新し、次いで、それをユーザのワイヤレス装置へ
返送することについて記述も示唆もしていない。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した従来技術の制約を克服すると共に、本明細書を読んで理解したときに明らかと
なる他の制約も克服するために、本発明は、ユーザのパーソナルプロフィールを共有する
方法及び装置を提供することに向けられる。ユーザのパーソナルプロフィールは、アドホ
ックネットワークの問合せ側ブルーツース移動ターミナルとで共用するために、ユーザの
ブルーツース移動ターミナルのサービス発見プロトコル（ＳＤＰ）データベースにインス
トールされる。パーソナルプロフィールに対する変更は、ユーザターミナルにおいて一度
入力するだけでよい。ユーザのパーソナルプロフィールは、ユーザのターミナルがそのパ
ーソナルプロフィール応答状態を「オン」にセットしたときに問合せ側ブルーツースター
ミナルによりアクセスされてもよい。ユーザのパーソナルプロフィールの標準化フォーム
は、ＳＤＰ記録に組み込まれる。パーソナルプロフィールは、複数のフィールドにより定
義されたユーザの関心のリストを含み、各フィールドは、一連の属性を含み、そして各属
性は、名前、形式及び値により定義される。ユーザの各指定の関心は、それ自身のビット
マスクを有する。あまりに多くの属性／ビットマスクが記録に割り当てられない場合には
、個人化データの全補数が１つのＳＤＰ記録に記憶されてもよい。属性／ビットマスクは
、名前、形式及び値を分離するためにセミコロンを使用して記録に割り当てられる（例え
ば、ＮＡＭＥ；ＳＴＲＩＮＧ；Ｔｏｍｉ　Ｈｅｉｎｏｎｅｎ；ＡＧＥ；ＩＮＴ；３３、・
・・）。ユーザの移動ターミナルは、メッセージ及びパーソナルプロフィールを取り扱う
ためのプロセスと、到来メッセージをフィルタするためのプロセスとを与える。ユーザタ
ーミナルのインデックススクリーンは、ユーザがプロセススクリーンにアクセスして、プ
ロセスに関連したキーワードを編集及び除去できるようにする。パーソナルプロフィール
の編集及び更新は、ユーザの移動ターミナルのユーザインターフェイスを使用して実行す
ることができる。
【００１２】
　別の実施形態では、ユーザの移動ターミナルにおいて限定されたスクリーンサイズを受
け入れるために、パーソナルプロフィール及びメッセージフィルタの編集は、デスクトッ
プコンピュータにおいてこのオペレーションを実行することにより容易にされる。パーソ
ナルプロフィールは、ウェブを経てアップロードされて、集中化データベースに記憶され
、ユーザのデスクトップコンピュータにおいて編集できるようにされる。更新されたパー
ソナルプロフィールは、次いで、ユーザの移動ターミナルへダウンロードすることができ
る。従って、パーソナルプロフィールの更新は、ターミナルプロフィールと同期されても
よい。
【００１３】
　応答側のユーザターミナルがそのパーソナルプロフィール応答状態を「オン」にセット
した場合には、問合せ側ターミナルは、ＳＤＰ問合せを行ってパーソナルプロフィールを
要求することができる。ＳＤＰ問合せは、応答側ユーザターミナルのＳＤＰデータベース
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にアクセスし、このデータベースは、ユーザのパーソナルプロフィールを含む電話帳セク
ションと、詳細なパーソナル情報のためのより詳細なデータセクションとに分割されてい
る。電話帳セクションは、例えば、名前、性別、年齢、連絡情報等の「一般的」情報を含
むことができる。より詳細なデータセクションは、スポーツの関心、趣味の関心等の詳細
なパーソナルプロフィール情報を含むことができる。応答側のユーザターミナルは、ＳＤ
Ｐトランザクションにおいて、要求された情報に対する標準フォーマットを与えるように
応答する。付加的なユーザ定義情報へのリンクを与える付加的な基準を応答に含ませるこ
ともできる。問合せ側ターミナル又はクライアントが付加的なユーザ定義情報を希望する
場合には、問合せ側クライアントは、オブジェクト交換（ＯＢＥＸ）トランザクションに
おいてＳＤＰデータベースから情報を検索することができる。それに応答して、問合せ側
クライアントは、ユーザの電話帳からユーザ情報を受信する。通常、ユーザの電話帳は、
ｖＣａｒｄ電子ビジネスカードフォーマットのようなフォーマットでエンコードされる。
又、問合せ側クライアントは、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）でエンコードされたユー
ザ定義パーソナルプロフィールも受信する。
【００１４】
　１つの態様において、ワイヤレスターミナルのユーザが自分のパーソナルプロフィール
情報を問合せ側装置に与えることを希望するときに、ユーザは、パーソナルプロフィール
応答状態を「オン」にセットする。これは、ユーザのワイヤレス装置が、その問合せ応答
パケットの装置クラス(class-of-device)（ＣｏＤ）フィールドに、そのパーソナルプロ
フィールを使用できるという状態を書き込むようにさせる。ユーザのワイヤレスターミナ
ルは、その問合せ応答パケットの装置クラス（ＣｏＤ）フィールドに、デーティング／マ
ッチメーク情報のような特定形式のパーソナルプロフィール情報が使用できることを指示
するように、そのユーザによりセットすることができる。問合せ側装置は、その特定の装
置クラス（ＣｏＤ）を確認し、そしてそれに応答して、ユーザのワイヤレスターミナルの
ＳＤＰサービス記録をブラウジング又はサーチするように、そのユーザによりプログラム
することができる。
【００１５】
　ユーザターミナルそれ自体は、ＳＤＰ問合せを実行して、パーソナルプロフィールをサ
ポートする他のターミナルを見出してもよい。ターミナル間に接続が形成されると、個人
化された位置従属サービス、デーティングサービス、ユーザ定義基準にマッチするプロフ
ィールの識別を含む種々のサービスを提供することができる。
【００１６】
　本発明の特徴は、ショートレンジ通信システムのアドホックネットワーク内の他のター
ミナルとで共有するために、ワイヤレス移動ターミナルにおいてユーザのパーソナルプロ
フィールを形成し、編集しそして記憶することである。
【００１７】
　本発明の別の特徴は、単一のサービス発見プロトコル（ＳＤＰ）記録にユーザの全パー
ソナルプロフィールを記憶することであり、この記録は、連絡情報、ユーザの関心の標準
フォーマットプロフィール、及びユーザ又は製造者定義情報を含む。
【００１８】
　本発明の更に別の特徴は、パーソナルプロフィールをユーザの移動ターミナルからアッ
プロードして、それらを、デスクトップコンピュータからアクセスできるサービスプロバ
イダーのサーバーに記憶し、ユーザがデスクトップコンピュータを使用してそのパーソナ
ルプロフィールを便利に編集及び更新できると共に、その更新されたパーソナルプロフィ
ールをユーザの移動ターミナルへ返送できるようにする。
【００１９】
　本発明の別の実施形態では、プッシュモードは、ユーザターミナルがユーザプロフィー
ル情報を放送できるようにする。
　本発明の更に別の実施形態では、ユーザのショートレンジワイヤレスターミナルは、各
ユーザプロフィールが規定の裕度内でマッチする場合に、そのパーソナルプロフィールの
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情報を問合せ側ワイヤレスターミナルとで共有することができる。
【００２０】
　本発明の更に別の実施形態では、ユーザのショートレンジワイヤレスターミナルは、各
ユーザプロフィールが第１の厳密なマッチングレベルを有する場合に、そのローカルユー
ザプロフィールの一般的情報部分を別のショートレンジワイヤレスターミナルとで共有す
ることができる。各ユーザプロフィールが第２の厳密なマッチングレベルを有する場合に
は、２つのターミナルは、各ユーザプロフィールにおけるより詳細な情報を更に共有する
ことができる。
【００２１】
　本発明の更に別の実施形態では、サーバーは、装置のユーザを登録することによりブル
ーツースリンクを経てマッチメークサービスを提供することができる。この登録は、ある
年齢を越えるような、マッチメークのためのユーザの資格をチェックすることを含む。従
って、２人の各登録されたユーザは、実際に互いに会話に加わらずにプライバシーに敏感
な情報の交換を試みる場合に、サーバーへリンクし、サーバーは同じＰＩＮを両装置へ配
送し、これにより、ブルーツース認証手順を両装置のバックグランドで自動的に実行する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。
　種々の実施形態の以下の説明では、本明細書の一部分を形成しそして本発明が実施され
る種々の実施形態を例示する添付図面を参照する。他の実施形態が使用されてもよく、そ
して本発明の範囲から逸脱せずに構造的及び機能的変更がなされてもよい。
【００２３】
　図１は、アドホックネットワーク内のワイヤレス移動ターミナルに対してパーソナルプ
ロフィール共有を与えるシステム１００を示す。ユーザターミナル１０１、通常、ブルー
ツース装置は、メモリ１０３を備え、該メモリは、ブラウザ１０５と、オペレーティング
システム（図示せず）と、プロフィールエディタ及びマネージャー１０８と、パーソナル
プロフィール１０７とを記憶し、該パーソナルプロフィールは、ユーザの関心事、又はア
ドホックネットワーク１０９のターのターミナルからの受信問合せを指示する。ユーザタ
ーミナル１０１は、ディスプレイと、キーパッド１１３と、ショートレンジ通信システム
の他のブルーツース装置１１９、１２１及び１２３へ信号１１７を送信したり受信したり
するためのアンテナ１１５とを含む。又、アンテナ１１５は、アクセスポイント１２５に
信号１１７’を送信したり受信したりもし、該アクセスポイントは、ネットワーク１２７
、例えば、インターネットを経て、サービスプロバイダーにより操作されるパーソナルデ
ータサーバー１２９にリンクされる。ブルーツース装置として実施されるシステム１００
のターミナル又はワイヤレス装置について以下に説明する。しかしながら、システム１０
０のターミナル又はワイヤレス装置は、ＩＥＥＥ８０２．１１ワイヤレスＬＡＮ規格及び
ＨＩＰＥＲＬＡＮ規格のような他のワイヤレス規格で実施することもできる。
【００２４】
　２つのブルーツース装置間の接続は、問合せ側装置が問合せアクセスコード（ＩＡＣ）
を含む問合せメッセージを送出してその付近の他の装置をサーチすることにより開始され
る。問合せ走査を行うことにより、同じ問合せアクセスコード（ＩＡＣ）を含む問合せメ
ッセージを聴取する他のブルーツース装置は、その問合せメッセージを確認し、応答する
。この問合せ応答は、応答側装置のブルーツース装置アドレス（ＢＤ＿ＡＤＤＲ）を含む
メッセージパケットである。ブルーツース装置アドレスは、各ブルーツース装置に電子的
に彫り込まれる独特の４８ビットＩＥＥＥアドレスである。
【００２５】
　問合せ側装置は、問合せ応答パケットに与えられる情報を使用して、ページングメッセ
ージを作成し、応答側装置へ送信する。接続を確立するために、問合せ側装置は、ページ
状態に入らねばならない。ページ状態では、問合せ側装置は、問合せ応答パケットから取
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得した装置アクセスコード及びタイミング情報を使用して応答側装置へ初期ページングメ
ッセージを送信する。応答側装置は、問合せ側装置がこれに接続するのを許すにはページ
走査状態になければならない。ページ走査状態になると、応答側装置は、初期ページング
メッセージを確認し、そして問合せ側装置は、ページングパケットを送信し、これは、問
合せ側装置のクロックタイミング及びアクセスコードを応答側装置へ与える。応答側装置
は、ページ確認パケットで応答する。これは、２つの装置が接続を形成すると共に、両装
置が接続状態へ遷移できるようにする。接続を開始した問合せ側装置は、新たなアドホッ
クネットワークにおいてマスター装置の役割を担い、そして応答側装置は、スレーブ装置
の役割を担う。
【００２６】
　各アドホックネットワークは、１つのマスター装置と、７個までのアクティブなスレー
ブ装置とを有する。全ての通信は、マスター装置と各スレーブ装置との間に向けられる。
マスターは、データの交換を開始し、そしてスレーブは、マスターに応答する。２つのス
レーブ装置が互いに通信すべきときには、マスター装置を経て行わねばならない。マスタ
ー装置は、アドホックネットワークのネットワーククロックを維持し、そして各スレーブ
装置がいつマスター装置と通信できるか制御する。アドホックネットワークのメンバーは
、マスター装置のレンジに入ったり出たりするときに加わったり去ったりする。アドホッ
クネットワークは、共同研究プロジェクトや、共同ゲームや、インターネットへのマルチ
ユーザゲートウェイのような分散型アクティビティをサポートする。特定のアドホックネ
ットワークに加わるユーザ装置は、そのユーザが現在実行中の共同アクティビティに参加
するためにこれを行なう。
【００２７】
　図２は、ユーザターミナル１０１の一実施形態を示す。ターミナル１０１に含まれるの
は、アクセスポイント１２７や、例えば、アドホックネットワーク１０９のようなピコネ
ットの他のターミナル１１９、・・・１２３から受信されたメッセージを表示するための
ディスプレイ２０１であり、ここでは、ターミナル１１９が問合せ側装置として働いても
よい。キーパッド１１３のような入力装置２０３は、アクセスポイント又は他のターミナ
ルへ送信するためのデータをユーザが入力できるようにする。入力装置２０３は、電話帳
情報２０７、サービス発見データベース２０９及びパーソナルプロフィールデータベース
２１１を含む記憶エリア２０５に記憶されたユーザパーソナルプロフィールに対する変更
をユーザが入力できるようにする。ＣＰＵ２１３は、入力２０３及び記憶装置２０５に接
続されると共に、上述したブルーツース接続／切断プロセスのためのオペレーティングシ
ステム（図示せず）及びプロトコルを含むメモリ２１５にも接続される。ショートレンジ
トランシーバ２１７は、装置１１９、１２１及び１２３や、アクセスポイント１２５へ信
号を送信したり受信したりするためにアンテナ１１５にリンクされる。
【００２８】
　図１のアドホックネットワーク１０９では、問合せ側装置１１９（請求項中の「問合せ
側ワイヤレスターミナル」に相当）は、そのエリアの他のブルーツース装置、例えば、ユ
ーザターミナル１０１（請求項中の「ワイヤレス装置」等に相当）へ問合せを送信する。
問合せ側装置１９は、問合せパケットを周期的に送信する。パケットの一般的問合せアク
セスコード（ＧＩＡＣ）が全ブルーツース装置により問合せメッセージとして確認される
。問合せて順の間に、問合せ走査状態にある他のブルーツース装置、例えば、ユーザター
ミナル１０１は、問合せパケットの受信に対して走査を行う。問合せ走査状態にあるユー
ザターミナル１０１が、ＩＡＣのマッチする問合せパケットを受信した場合には、問合せ
側装置１１９が接続を行うに必要な本質的情報の問合せ応答テーブルを構築できるように
するに充分な情報を有する問合せ応答パケットで応答する。問合せパケットを確認するい
かなるブルーツース装置も応答することができる。問合せ側装置１１９は、ここで、ユー
ザターミナル１０１との接続を開始することができる。問合せ側装置１１９は、問合せ応
答パケットに与えられた情報を使用して、ページングメッセージを作成して、ユーザター
ミナル１０１へ送信することができる。接続を確立するために、問合せ側装置１１９は、
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ページ状態に入らねばならず、この状態では、問合せ側装置は、問合せ応答パケットから
取得したアクセスコード及びタイミング情報を使用してユーザターミナル１０１へページ
ングメッセージを送信する。ユーザターミナル１０１は、問合せ側装置１１９がこれに接
続するのを許すにはページ走査状態になければならない。ページ走査状態になると、ユー
ザターミナル１０１は、ページングメッセージを確認し、そして問合せ側装置１１９は、
ページングパケットを送信し、これは、問合せ側装置１１９のクロックタイミング及びア
クセスコードをユーザターミナル１０１へ与える。ユーザターミナル１０１は、ページ確
認パケットで応答する。これは、２つの装置が非同期コネクションレス（ＡＣＬ）リンク
を形成すると共に、両装置が接続状態へ遷移できるようにする。
【００２９】
　問合せ側装置１１９は、次いで、サービス発見プロトコル（ＳＤＰ）サーチ要求パケッ
トをユーザターミナル１０１へ送信することができる。このＳＤＰ要求パケットは、サー
ビスサーチパターン及び属性ＩＤリストを含むＳＤＰサービスサーチ属性要求を保持する
。サービスサーチパターンは、ユーザターミナル１０１がＳＤＰデータベース２０９のサ
ービス登録においてマッチすべきパターンの記述である。ユーザターミナルは、それがサ
ービスを要求した場合に、サービスハンドルで応答する。サービスハンドルは、属性が要
求されるところのサービスを識別する。属性ＩＤリストは、問合せ側装置１１９が要求す
る属性を識別する。
【００３０】
　ＳＤＰデータベース２０９におけるＳＤＰサービス登録は、サービス記録をブラウジン
グハイアラーキーに記憶する。サービス記録は、ブラウズすることのできるツリーとして
作られたハイアラーキーに構成される。問合せ側装置１１９は、パブリックブラウズルー
トを検査することにより開始し、次いで、ハイアラーキーをたどって、ツリーのブランチ
であるサービスクラスへ進み、そしてそこからリーフノードへ進み、ここでは、個々のサ
ービスがサービス記録に記述される。サービスクラスをブラウズするか又はサービスに関
する特定の情報を得るために、問合せ側装置１１９及びユーザターミナル１０１は、ＳＤ
Ｐパケットに保持されたメッセージを交換する。２つの形式のＳＤＰパケット、即ちＳＤ
Ｐサービスサーチ属性要求パケット及びＳＤＰサービスサーチ属性応答パケットが存在す
る。ＳＤＰ要求パケットは、サービスサーチパターン及び属性ＩＤリストを含むＳＤＰサ
ービスサーチ属性要求を保持する。サービスサーチパターンは、ユーザターミナル１０１
がデータベース２０９におけるそのＳＤＰサービス登録においてマッチすべきパターンの
記述である。ユーザターミナル１０１は、それがサービスを要求した場合に、サービスハ
ンドルで応答する。サービスハンドルは、属性が要求されるところのサービスを識別する
。属性ＩＤリストは、問合せ側装置１１９が要求するところの属性を識別する。ユーザタ
ーミナル１０１により返送されるＳＤＰ応答パケットは、サービス記録ハンドルリスト及
び属性を含むＳＤＰサービスサーチ属性応答を保持する。サービス記録ハンドルリスト及
び属性は、次いで、問合せ側装置１１９により検査される。
【００３１】
　上述したように、ユーザのワイヤレスターミナル１０１からの問合せ応答パケットは、
接続を行うに必要な本質的情報の問合せ応答テーブルを問合せ側装置１１９が構築できる
ようにするに充分な情報を有する。ユーザのワイヤレスターミナル１０１により送信され
た問合せ応答パケットに対するブルーツース周波数ホップ同期（ＦＨＳ）パケット構造は
、装置クラス(class-of-device)（ＣｏＤ）フィールドを含む。本発明の１つの態様にお
いて、ワイヤレスターミナルのユーザが自分のパーソナルプロフィール情報を問合せ側装
置に与えることを希望するときに、ユーザは、パーソナルプロフィール応答状態を「オン
」にセットする。これは、ユーザのワイヤレス装置１０１が、その問合せ応答パケットの
装置クラス（ＣｏＤ）フィールドに、そのパーソナルプロフィールを使用できるという状
態を書き込むようにさせる。
【００３２】
　問合せ側装置１１９は、ユーザのワイヤレスターミナル１０１のような応答側装置から
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受信された問合せ応答パケットの情報で問合せ応答テーブルを構成する。問合せ応答テー
ブルは、リンクコントローラにより問合せ側装置１１９に収集された本質的情報を示し、
これは、いずれかの応答側ワイヤレス装置との接続を行うのに必要なものである。本発明
のこの態様では、装置クラス（ＣｏＤ）フィールドが、そのパーソナルプロフィールを使
用できる状態であるユーザのワイヤレスターミナル１０１のような応答側装置にフラグが
立てられる。
【００３３】
　問合せ応答テーブルに収集されたデータを処理するために問合せ側装置１１９において
プログラムできる選択肢は多数ある。問合せ側装置１１９は、応答側装置の装置クラス（
ＣｏＤ）フィールドが、そのパーソナルプロフィールを使用できる状態であるかどうか決
定するようにプログラムできる。もしそうであれば、問合せ側装置１１９は、ユーザのワ
イヤレスターミナル１０１のＳＤＰサービス記録をブラウズし又はサーチすることができ
る。というのは、それらが、使用可能なパーソナルプロフィール情報を有することがここ
で分かるからである。装置クラス（ＣｏＤ）フィールドの分析には、問合せ応答パケット
の受信しか必要とせず、２つの装置間の接続の完成を必要としないので、この選択肢は、
応答側装置の迅速なサーチを与える。問合せ側装置１１９は、その初期ログオンメニュー
において「クイックサーチ(QUICK SEARCH)」選択肢をユーザに与えることができ、これは
、問合せ応答テーブルに収集されたデータをチェックするプロセスに基づいて、応答側装
置の装置クラス（ＣｏＤ）フィールドがそのパーソナルプロフィールを使用できる状態で
あるかどうか決定することができる。この実施は、任意である。
【００３４】
　問合せ側装置１１９は、ユーザのワイヤレスターミナル１０１のような応答側装置の装
置クラス（ＣｏＤ）フィールドが、該装置クラス（ＣｏＤ）フィールドで指定されたパー
ソナルプロフィール情報の特定形式を有するかどうか決定するようにプログラムできる。
問合せ側装置１１９は、それを、該問合せ側装置１１９におけるサーチ選択肢リストテー
ブルのエントリーにマッチングさせることができる。例えば、ユーザのワイヤレスターミ
ナル１０１は、その問合せ応答パケットの装置クラス（ＣｏＤ）フィールドにおいて、デ
ーティング／マッチメークパーソナルプロフィールが使用できることを指示するようにユ
ーザによりセットできる。問合せ側装置１１９は、その特定の装置クラス（ＣｏＤ）を確
認し、そしてユーザのワイヤレスターミナル１０１のＳＤＰサービス記録をブラウジング
又はサーチすることにより応答するように、ユーザによりプログラムできる。問合せ側装
置１１９は、ユーザのワイヤレスターミナル１０１からのデーティング／マッチメークパ
ーソナルプロフィール情報でＳＤＰサービス記録の任意の特殊な処理を行なうようにプロ
グラムすることができる。
【００３５】
　図３Ａは、メモリ２１５（図２）に記録として記憶された典型的なユーザプロフィール
３００の概要を示すもので、このプロフィールは、アドホックネットワークの別のユーザ
からの問合せに応答するために電話帳２０７（図２）のエントリーに対するポインタを有
する連絡情報３０１を含む。プロフィール３００は、更に、図３Ｂを参照して以下に詳細
に述べるように、ユーザのパーソナル情報、関心事、及び他の事柄を定義する標準化プロ
フィール部分３０４も含む。一実施形態では、記録は、複数の「ビットマスク」３０６1

、・・・３０６Nを含み、ここで、複数は整数「Ｎ」である。各ビットマスクは、プロフ
ィールを表わす２バイトを含み、バイト３０８は、部分３０４においてプロフィールを識
別し、そしてバイト３１０は、ユーザがそのプロフィールのコンテンツを特徴づけできる
ようにする。プロフィールは、一実施形態では、イエス／ノー選択を指示するために２進
１（黒丸で示す）及び２進０（白丸で示す）を使用するか又はこれを逆にしたものを使用
してプロフィールのクオリティを識別することにより、特徴付けることができる。アート
、デーティング及びスポーツのような一般的な関心事を指示するために規定により指定さ
れたビットマスク値が存在し得る。ビットマスク３０６は、ユーザがＳＤＰデータベース
２０９に記憶した多数のプロフィールの中で１つのプロフィールをユーザが選択し易いよ
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うに使用できる。又、ビットマスクは、問合せ側装置１１９との通信を容易にするために
も使用できる。問合せ側装置１１９は、ユーザターミナル１０１により返送されるＳＤＰ
応答パケットにおけるビットマスク３０６を検索することもできる。ＳＤＰ応答パケット
は、ビットマスクを含むＳＤＰサービスサーチ属性応答を保持する。従って、ビットマス
クは、その値を、一般的関心事を指示する基準ビットマスク値と比較して、問合せ側装置
１１９により検査することができる。
【００３６】
　図３Ａのプロフィール３００は、更に、データストリーム３１４で表わされたユーザ及
び／又は製造者定義プロフィール部分３１２も含み、データストリームは、複数の３部分
サブフィールド３１８1、３１８2、・・・３１８nを有するユーザ識別フィールド３１６
を含み、ここで、複数は、整数「ｎ」である。各サブフィールドは、ターミナルに関連し
たユーザ又は製造者を識別する名前部分３２０と、名前又は製造者に関連した特定の情報
を定義するフォーマット部分３２２と、ユーザ又は製造者に関連した特定の情報を表わす
コードを与える値部分３２４とを含む。データストリーム３１４は、ユーザがＳＤＰデー
タベース２０９に記憶した多数のプロフィールの中で１つのプロフィールをユーザが選択
し易いように使用できる。又、データストリーム３１４は、問合せ側装置１１９との通信
を容易にするためにも使用できる。問合せ側装置１１９は、ユーザターミナル１０１によ
り返送されたＳＤＰ応答パケットにおいてデータストリーム３１４を検索できる。ＳＤＰ
応答パケットは、データストリーム３１４を含むＳＤＰサービスサーチ属性応答を保持す
る。データストリーム３１４は、問合せ側装置１１９により検査することができる。
【００３７】
　図３Ｂは、複数のサブプロフィールで構成されたパーソナルプロフィール３００の詳細
な図である。サブプロフィール３００1は、メッセージ処理を定義する。サブプロフィー
ル３００2は、ユーザ情報、関心事等に関連したパーソナルプロフィールの編集を与える
。サブプロフィール３００Nは、アドホックネットワークにおいてユーザから受信された
メッセージをフィルタするためのプロセスを与える。各サブプロフィールは、複数のフィ
ールドにより定義されたユーザ関心事のリストを含み、各フィールドは、一連の属性を含
み、そして各属性は、名前、形式及び値により定義される。
【００３８】
　図３Ｂのサブプロフィール３００1は、アドホックネットワーク又はアクセスポイント
から受信された受信メッセージを、広告３０３、警報３０５、アナウンス３０７及びパー
ソナルメッセージ３０９に分類する。ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗ３．ｏｒｇ／ＰＩＣＳ．
において発表された「Platform For Interconnect Content Selection (PICS) Rules」を
使用して、スクリーニングプログラムは、各メッセージのコンテンツを記述する指示子を
与える。この指示子は、サブプロセスによって確認され、そして図３Ｂのスクリーン３１
１を経て入力されるユーザの関心事に基づいて受け入れられるか又は拒絶される。ユーザ
は、拒絶されるべきメッセージをクリックし、他のメッセージは、ユーザに表示するため
に処理することができる。スクリーン３１１は、パーソナルデータサーバー１２９（図１
を参照）の記録を変更せずに、ユーザがいつでもメッセージの選択を変更できるようにし
、これにより、パーソナルプロフィールをユーザのメッセージ関心事と共に流動性とする
ことができる。
【００３９】
　図３Ｂのサブプロフィール３００2は、ユーザが、ユーザのプライベートプロフィール
情報をインストールしそして編集することができるようにし、この情報は、年齢、性別、
職業に関連した電話帳情報、連絡情報、ピクチャー、及びユーザがアドホックネットワー
クの他のユーザに入手できるようにすることを希望する他の関連情報を含む。又、サブプ
ロフィール３００2に含まれるのは、図３Ｂのスクリーン３１７に指示される異なるカテ
ゴリーに存在してもよいユーザの関心事３１５である。これらカテゴリーは、例えば、ア
ート、プレゼント、デーティング及びスポーツを含む。各関心事は、特定の関心事をカテ
ゴリーでリストする図３Ｂのスクリーン３１９において更に拡張される。
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【００４０】
　図３Ｂのサブプロフィール３００2は、更に、異なる商人Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄに対するショ
ッピングリスト３２１も含み、各リストは、添付サブスクリーン（図示せず）に述べられ
たようにユーザが関心を有するキーワード又は商品を含む。サブスクリーンは、ユーザが
ショッピングリストのコンテンツを編集したり又はそこから削除したりするのを許す。
【００４１】
　又、図３Ｂのサブプロフィール３００2は、商品が注文されそして商人により支払が要
求された場合にユーザにより発生できるデジタル符牒を含んでもよい。デジタル符牒及び
それらの保護は、１９９６年、ニューヨーク州、ニューヨーク、ジョンウィリー＆ソンズ
出版、パート２．６、ＩＳＢＮ　０－４７１－１２８４５－７に掲載されたシュナイヤー
著の論文「Applied Cryptograhy」に説明されている。
【００４２】
　図３Ｂのスクリーン３０２に応答して、サブプロフィール３００nは、ユーザプロフィ
ールをフィルタする。サブプロフィール３００nは、ユーザが、状態３２５「全メッセー
ジを受け入れる」、又は状態３２７「全メッセージを拒絶する」、或いは状態３２９「全
メッセージをフィルタする」を確立できるようにする。これは、ユーザ情報３１３に関連
したＰＩＣＳルールを使用するか、又はユーザ関心事３１５を使用するか、或いはショッ
ピングリスト３２１を使用して行なわれる。これは、ユーザが、メッセージをフィルタす
るキーワードを編集／除去できるようにする能力を与える。

【００４３】
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【表１】

【００４４】
　テーブルＡは、１つのＳＤＰ記録でフォーマットされたユーザパーソナルプロフィール
を表わすもので、連絡情報と、標準ユーザプロフィールと、ユーザ及び／又は製造プロフ
ィールとを含む。テーブルＡは、ＳＤＰデータベース２０９（図２）に記憶された１つの
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サービス発見プロトコル（ＳＤＰ）記録４００でフォーマットされた全てのユーザプロフ
ィールを示す。テーブルＡは、「Ａ」ないし「Ｈ」と示された８つの列と、「１」ないし
「２５」と示された２５個の行とに編成される。テーブルＡに示された記録４００は、行
１及び２に示された連絡情報部分３０１と、行３ないし１２に示された標準化プロフィー
ル部分３０４と、行１３ないし２５に示されたユーザ及び／又は製造者定義プロフィール
部分３１２とを含む。
【００４５】
　テーブルＡの連絡情報部分３０１は、テーブルＡの列Ｅ及びＦ、行２に示されたｖＣａ
ｒｄ　ｓｔｒｉｎｇを含み、その内容は図４Ａに示されている。図４Ａは、テーブルＡの
連絡情報部分３０１に得られるテキストエンコードｖＣａｒｄフォーマット４０１を表わ
す。連絡情報部分３０１は、個人の名前、音声及びファックスの両方の電話を含む。ｖＣ
ａｒｄは、パーソナルデータ交換のための電子ビジネスカードである。ｖＣａｒｄは、ビ
ジネスカードの交換、インターネットメール、コンピュータ／電話アプリケーション、及
びビデオ・データ会議を含む種々のデータ交換を容易にする。カードは、ｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ．ｉｍｃ．ｏｒｇ／ｐｄｉ／ｖｃａｒｄｏｖｅｒｖｉｅｗ．ｈｔｍｌにおいてイン
ターネットメールコンソーティウムにより公表されたｖＣａｒｄ　Ｖ２．１仕様に説明さ
れている。インターナットエンジニアリングタスクフォース（ＩＥＴＦ）は、ｖＣａｒｄ
バージョン３の仕様を発表した。２つの定義部分は、ＲＦＣ２４２５、ディレクトリ情報
のためのＭＩＭＥコンテンツ形式、及びＲＦＣ２４２６、ｖＣａｒｄ　ＭＩＭＥディレク
トリプロフィールである。将来、ＤＴＤに基づくＸＭＬフォーマットのような他のフォー
マットがｖＣａｒｄに置き換わってもよい。
【００４６】
　テーブルＡの行３ないし１２に示された標準化プロフィール部分３０４は、ＵｓｅｒＰ
ｒｏｆｉｌｅＩＤリスト、例えば、テーブルＡの列Ｂ及びＣ、行４に示されたＵｓｅｒＰ
ｒｏｆｉｅｌｄＩＤ＃１、及びテーブルＡの列Ｂ及びＣ、行７に示されたＵｓｅｒＰｒｏ
ｆｉｅｌｄＩＤ＃２から、テーブルＡの列Ｂ及びＣ、行１０に示されたＵｓｅｒＰｒｏｆ
ｉｅｌｄＩＤ＃ｎまでを含む。各ＵｓｅｒＰｒｏｆｉｅｌｄＩＤプロフィールは、テーブ
ルＡの列Ｃ、行５に示されたバージョンナンバー、テーブルＡの列Ｃ、行６に示されたプ
ロフィールフィルタ、テーブルＡの列Ｄ、行６に示された記録、例えば、ビットマスク、
テーブルＡの列Ｅ、行４に示されたＵＵＩＤ、及びテーブルＡの列Ｆ、行５に示されたビ
ットマスクコードを含み、これは、図３Ａに参照番号３０６1で示されたものである。
【００４７】
　テーブルＡの行１３ないし２５に示されたユーザ／製造者定義プロフィール部分３１２
は、テーブルＡの列Ｂ、行１４，１８及び２２に示された複数のプロフィールＩＤを含む
。これらプロフィールＩＤは、各々、テーブルＡの列Ｅ、行１４に示されたＵＵＩＤで識
別され、これは、図３Ａの参照番号３１４に関連して説明したように、テーブルＡの列Ｃ
、行１５に示されたフィールド名、テーブルＡの列Ｃ、行１６に示されたフィールド形式
、及びテーブルＡの列Ｃ、行１７に示されたフィールド値を含む。各フィールドは、テー
ブルＡの列Ｄ、行１５に示されたプロフィールバージョンに関連付けられ、これは、名前
についてテーブルＡの列Ｅ、行１５に示されたビットストリング、フォーマットについて
テーブルＡの列Ｅ、行１６に示された記述子、及び値として変化するテーブルＡの列Ｅ、
行１７に示されたパラメータとによって定義される。
【００４８】
　図４Ｂに示された非標準プロフィール４５０が準備されてＳＤＰ記録に含まれてもよい
。図４Ｂは、テーブルＡのＳＤＰ記録に得られるＸＭＬエンコードの非標準プロフィール
を表わす。各非標準プロフィールは、標準プロフィール３０４の情報コンテンツを追跡す
る文書形式、エレメント及びユーザプロフィールバージョンを定義するようにＸＭＬエン
コードされてもよい。ＸＭＬプログラム、バージョン１．９は、１９９８年２月にＷ３Ｃ
推奨勧告に記述されている。
【００４９】
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【表２】

【００５０】
　テーブルＢは、図３Ａのユーザプロフィールを表わすもので、ＳＤＰデータベース２０
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９における１つのサービス発見プロトコル（ＳＤＰ）記録でフォーマットされ、電話帳２
０７及びプロフィールデータベース２１１に対するポインタを伴うものである。テーブル
Ｂは、テーブルＡは、「Ａ」ないし「Ｈ」と示された８つの列と、「１」ないし「１６」
と示された１６個の行とに編成される。テーブルＢに示された記録４００は、行１及び２
に示された連絡情報部分３０１と、行３ないし１２に示された標準化プロフィール部分３
０４と、行１３ないし１６に示されたユーザ及び／又は製造者定義プロフィール部分３１
２とを含む。テーブルＢは、ユーザターミナル１０１における電話帳データベース２０７
及びプロフィールデータベース２１１（図２を参照）に対するポインタと共に１つのＳＤ
Ｐ記録でフォーマットされたユーザプロフィール４００を示す。テーブルＢの連絡情報部
分３０１は、電話帳３１３（図３Ｂ）のｖＣａｒｄについてテーブルＢの列Ｂ、行２に示
されたインデックスを含む。テーブルＢの標準プロフィール部分３０４は、テーブルＡで
述べたように、ユーザプロフィールＩＤについてテーブルＢの列Ｄ、行３に示されたリス
トを含む。テーブルＢのユーザ及び／又は製造者定義プロフィール３１２は、テーブルＡ
で述べたように、プロフィールＩＤのリストについてテーブルＢの列Ｄ、行１４に示され
たインデックスを含む。ユーザは、テーブルＢの列Ｂ、行２に示されたインデックス、テ
ーブルＢの列Ｄ、行３に示されたリスト、及びテーブルＢの列Ｄ、行１４に示されたイン
デックスを使用して、図２に示されたＳＤＰデータベース２０９のプロフィールを指して
もよい。
【００５１】
　図２と共に図５を参照して、ユーザの移動ターミナル１０１においてプロフィールを形
成し編集するプロセス７００について説明する。ステップ７０１においてプロセスがスタ
ートし、ステップ７０２において電話帳データベース２０７に入る。ステップ７０３では
、メモリ２１５に記憶された電話帳編集メニュー（図示せず）がアクチベートされて、ユ
ーザの連絡情報が入力される。連絡情報は、一実施形態では、図３Ｂに示すように、年齢
、性別、職業及び他の詳細を含む。ステップ７０５において、プロフィールデータベース
２１１に入るべきかどうかを決定するためのテストが行なわれる。「ノー」の状態では、
ステップ７０７において、電話帳及び編集メニューから出る。「イエス」の状態では、ス
テップ７０９において、メモリ２１５に記憶されたプロフィール編集メニュー（図示せず
）をアクチベートし、標準化プロフィール４００を作成し、ＯＢＥＸファイルとしてプロ
フィールデータベース２１１に記憶する。ステップ７１１では、関心事、ショッピングリ
スト等に関連した多数の使用可能なプロフィールの中から埋めるべきプロフィールが選択
される。ステップ７１３では、ユーザがプロフィールを完成したい場合に、プロセスは、
図６のエントリーポイントＡへ進む。さもなければ、ステップ７２１は、他のプロフィー
ルを完成するユーザの関心を決定する。「イエス」の選択は、プロセスをステップ７１１
及び７１３へ返送させる。「ノー」の選択は、ステップ７３１においてプロフィール編集
メニューから退出させると共に、ステップ７３３においてプロセスが終了となる。
【００５２】
　図６では、ステップ７１５において、プロフィールが標準フォーマットであるかどうか
決定するためのテストが行なわれる。「イエス」の状態は、ステップ７１７を開始し、図
３Ｂにおいて述べたターミナルスクリーン３０２、３１１、３１７、３１９等にプロフィ
ールアイテム及びカテゴリーが表示される。プロフィールを完成するためにステップ７１
９において関連アイテムが選択され、プロフィールは、ＳＤＰデータベース２０９にＳＤ
Ｐサービス記録として記憶されるか、又はプロフィールデータベース２１１にＯＢＥＸフ
ァイルとして記憶される。ステップ７２９では、他のプロフィールを完成するための関心
を決定するためにユーザに問合せがなされる。「イエス」の選択は、図５のエントリーポ
イントＢへプロセスを移行させ、ステップ７１１及び７１３を繰り返す。「ノー」の選択
は、図５のエントリーポイントＣへプロセスを移行させ、ステップ７３１においてプロフ
ィール編集メニューから退出する。
【００５３】
　図６において、ユーザが、ＳＤＰデータベース２０９又はプロフィールデータベース２
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１１の非標準プロフィール、例えば、ユーザ／製造者定義プロフィール３１２（図３Ａ）
に入ろうとする場合には、ステップ７２２が行われて、プロフィールに名前が指定される
。指定の名前又はフォーマットは、ステップ７２４においてアイテムに指定され、そして
ステップ７２５においてアイテムに値が指定される。付加的なアイテムを定義すべきかど
うか決定するためにテスト７２８が実行される。「イエス」の選択は、プロセスをステッ
プ７２４へ復帰させる。「ノー」の選択は、プロセスをステップ７２９へ移行させ、ここ
で、「イエス」の選択は、図５において既に説明したように、図５のエントリーポイント
Ｂ及びステップ７１１、７１３へプロセスを復帰させる。「ノー」の選択は、既に述べた
ように、図５のエントリーポイントＣへプロセスを復帰させる。
【００５４】
　図７は、ブルーツースパケット構造及びＳＤＰサービスサーチ要求フォーマットを使用
して、ユーザプロフィールサポートを有する図１のユーザワイヤレスターミナル１０１の
ようなユーザブルーツースターミナル８０３のパーソナルプロフィールをアクセスするた
めに、図１の問合せ側装置１１９のようなブルーツースターミナル又はアクセスポイント
８０１に問合せするプロセス８００を示す。ステップ８０５では、問合せ側ターミナル８
０１は、ユーザブルーツース問合せ８０５を送信し、そしてユーザ８０３は、問合せ応答
８０７で応答する。問合せ側ターミナル８０１は、ステップ８０９においてＳＤＰ問い合
わせを送信し、ユーザターミナルがユーザパーソナルプロフィールをサポートするかどう
か決定する。ステップ８１１では、ユーザ８０３が、パーソナルプロフィールが使用でき
ることを指示するＳＤＰ問合せ応答を与える。問合せ側ターミナル８０１は、ステップ８
１３において、プロフィールの全部又は一部分を読み取り、必要に応じて多数のＳＤＰ問
合せを送信する。ユーザ８０３は、ステップ８１５においてＳＤＰ問合せに応答する。問
合せ側ターミナル８０１は、オブジェクト交換プロトコルを使用するＯＢＥＸ要求８１７
により、ＳＤＰに得られないより詳細な連絡情報プロフィールを検索する。オブジェクト
交換（ＯＢＥＸ）プロトコルは、９４９５８米国カリフォルニア州ウォルナットクリーク
ＰＯボックス３８８３のインフラレッドデータアソシエーション、バージョン１．２に説
明されている。問合せ側ターミナル８０１により多数のＯＢＥＸ要求８１７がなされても
よく、ユーザ８０３は、ステップ８１９において要求に対するＯＢＥＸ応答を与え、その
後、プロセスが終了となる。
【００５５】
　図８は、ユーザの移動ターミナル８５０の外部にユーザプロフィールを記憶するための
別の実施形態を示す。プロフィールは、インターネット８５５を経てデスクトップコンピ
ュータ又はラップトップ８５３にリンクされたユーザプロフィールサーバー８５１に記憶
されてもよい。ユーザは、デスクトップコンピュータ又はラップトップ８５３を使用して
、プロフィールサーバーにおいてプロフィールを形成し、編集しそして変更してもよい。
ユーザの移動ターミナル８５０は、ワイヤレスアプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）ゲ
ートウェイ８５７を経てプロフィールサーバー８５１にアクセスすることができ、ゲート
ウェイ８５７は、移動ターミナル８５０がアクセスするところのセルラー電話ネットワー
ク８６１にサービスする。ゲートウェイは、ＷＡＰフォーラムによりサポートされ且つそ
こから得られるワイヤレスアプリケーションプロトコルを実施する。パーソナルプロフィ
ールのブルーツース問合せは、ユーザプロフィールサーバーにアクセスするためにインタ
ーネットにリンクされたＷＡＰゲートウェイを経て、ユーザプロフィールサーバー８５１
へ送信することができる。これらプロフィールは、アドホックネットワークの他のターミ
ナルからの問合せに応答するためにユーザの移動ターミナル８５０にダウンロードされる
。パーソナルプロフィールをサーバー８５１に記憶すると、図２に示すユーザの移動ター
ミナルにおける電話帳、ＳＤＰ及びプロフィールデータベースの記憶負荷が減少される。
【００５６】
　従って、本発明によれば、ワイヤレス移動ターミナルのユーザは、ユーザのパーソナル
プロフィールを自分のターミナルにインストールしそしてそのプロフィールをリアルタイ
ムで更新することができる。例えば、本発明によれば、セールス代表者は、潜在的顧客の
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認知された関心事にマッチさせるように、自分の仮想ビジネスカードをリアルタイムで更
新することができる。デーティング／マッチメーク筋書きの別の例として、仮想ビジネス
カードの交換を伴うチャンスミーティングの間に、ユーザは、他のユーザの認知された関
心事にマッチさせるように、自分のパーソナル関心情報をリアルタイムで更新することが
できる。
【００５７】
　本発明の別の実施形態では、プッシュモードにより、ユーザターミナルはユーザプロフ
ィール情報を放送することができる。図９は、２つのブルーツース装置間のプロフィール
プッシュ及びプロフィール比較を使用する本発明の実施形態のネットワークプロセス図で
ある。問合せ側装置１１９、ユーザターミナル１０１及びワイヤレス装置１２１がブルー
ツース装置問合せ段９０５に参加する。次いで、問合せ側装置１１９は、プロフィールプ
ッシュメッセージ９０７をユーザターミナル１０１に送信する。プロフィールプッシュメ
ッセージ９０７は、問合せ側装置１１９においてプロフィールを特徴付けるに充分な情報
を含み、ユーザターミナル１０１が２つの装置のユーザプロフィール間の類似性を比較で
きるようにする。このような特徴情報は、例えば、ユーザ又はユーザの装置１１９に関す
るある限定された情報でよい。このような特徴情報は、ステップ９０８においてユーザタ
ーミナル１０１により検査できるビットマスクでよく、その値が、一般的な関心を指示す
る基準ビットマスク値と比較される。この例では、ユーザターミナル１０１は、ステップ
９０８において、問合せ側装置１１９のプロフィールに関してより多くの情報を得るため
に関心事を正当に表現するに充分なほど２つのユーザプロフィールが匹敵すると決定する
。次いで、ユーザターミナル１０１は、「私は関心がある」といったプロフィール応答９
０９を問合せ側装置１１９に返送する。その間に、問合せ側装置１１９は、メッセージ９
０７と同様に、別のプロフィールプッシュメッセージ９１１をワイヤレス装置１２１へ送
信する。この例では、ワイヤレス装置１２１は、ステップ９１２において、２つのユーザ
プロフィールが匹敵しないと決定する。次いで、ワイヤレス装置１２１は、「関心がない
」といったプロフィール応答９１３を問合せ側装置１１９に返送する。ユーザターミナル
１０１により問合せ側装置１１９へ送信された「私には関心がある」というプロフィール
応答９０９に応答して、問合せ側装置１１９は、ステップ９１４においてパーソナル情報
を送信する準備ができる。問合せ側装置１１９は、プロフィールメッセージ９２５を、プ
ロフィール情報「私の電話番号」と共にユーザターミナル１０１へ送信する。
【００５８】
　図１０は、２つのブルーツース装置間に認証を追加した図９の実施形態のネットワーク
プロセス図である。ステップ９１４に続いて、問合せ側装置１１９は、認証要求９１５を
ユーザターミナル１０１に送信する。ステップ９１６では、両ユーザがそれらの各装置１
０１及び１１９に同じＰＩＮを入力する。次いで、ユーザターミナル１０１は、認証応答
９１７を問合せ側装置１１９に返送する。次いで、問合せ側装置１１９は、プロフィール
メッセージ９２５を、プロフィール情報「私の電話番号」と共にユーザターミナル１０１
へ送信する。
【００５９】
　本発明の別の実施形態では、ユーザのショートレンジワイヤレスターミナルは、そのパ
ーソナルプロフィール内の情報を、それら各ユーザプロフィールが規定の裕度内でマッチ
ングする場合に、問合せ側ワイヤレスターミナルと共有することができる。
【００６０】
　本発明の別の実施形態では、ユーザのショートレンジワイヤレスターミナルは、自分の
ローカルユーザプロフィールの一般的情報部分を、それら各ユーザプロフィールが第１の
厳密なマッチングレベルをもつ場合に、別のショートレンジワイヤレスターミナルと共有
することができる。各ユーザプロフィールが第２の厳密なマッチングレベルをもつ場合に
は、２つのターミナルは、更に、それらの各ユーザプロフィールにより詳細な情報を共有
することができる。
【００６１】
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　一般的情報は、受信者を認証せずに且つブルーツースの暗号化も伴わずに、プッシュモ
デルにおいて転送することができる。しかしながら、ユーザプロフィールのより詳細なプ
ライベート部分の送信は、認証及び暗号化によって保護されねばならない。例えば、プロ
フィールのより詳細なプライベート部分を送信する前に、送信側装置は、送信者と受信者
との間のブルーツースＰＩＮの交換をトリガーし（これが以前に行われていない場合）、
基本帯域接続の暗号化をオンにする。同様に、プルモデルの場合に、プロフィールのより
詳細なプライベート部分のプル要求が、プロフィールを所有する装置をトリガーして、プ
ル要求を発する装置の認証を要求する。
【００６２】
　ブルーツース認証は、通常、２人のユーザがチャンネルの外部で、例えば口頭で、ＰＩ
Ｎを交換することを要求する。ある筋書きでは、これは望ましくない。本発明は、２人の
ユーザが互いの口頭通信を伴わずに機密を共有する他の方法も提供する。図１のサーバー
１２９は、装置１０１及び１１９のユーザのようなユーザを登録することによりブルーツ
ースリンクを経てマッチメークを行うことができる。登録は、ある年齢より上であるとい
ったマッチメークのためのユーザの資格をチェックすることを含む。次いで、装置１０１
及び１１９の２人の各登録されたユーザが、互いの会話に実際に加わらずに、プライバシ
ーに敏感な情報の交換を試みるときに、それらユーザはサーバー１２９へリンクし、該リ
ンクは、同じＰＩＮを両装置１０１及び１１９へ供給し、これにより、両装置１０１及び
１１９のバックグランドでブルーツース認証手順を自動的に実行することができる。
【００６３】
　ブルーツース規格に加えて、本発明は、ＩＥＥＥ８０２．１１ワイヤレスＬＡＮ規格、
ＨＩＰＥＲＬＡＮ規格、ＩＥＥＥ８０２．１５ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク
（ＷＰＡＮ）規格、赤外線データ関連付け（ＩｒＤＡ）規格、デジタル・エンハンスト・
コードレス・テレコミュニケーションズ（ＤＥＣＴ）規格、共有ワイヤレスアクセスプロ
トコル（ＳＷＡＰ）規格、日本第３世代（３Ｇ）ワイヤレス規格、及びジャパニーズ・ア
ソシエーション・オブ・ラジオ・インダストリー・アンド・ビジネスのマルチメディア移
動アクセス通信（ＭＭＡＣ）システム規格のようなワイヤレス規格にも適用できる。
【００６４】
　本発明は、その好ましい実施形態について説明したが、本発明の精神及び範囲から逸脱
せずに種々の変更や修正がなされ得る。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の原理を組み込んだアドホックネットワークにおけるユーザターミナル又
はワイヤレス装置を示す図である。
【図２】図１のユーザターミナルのための内部アーキテクチャーの一実施形態を示す図で
ある。
【図３Ａ】図１のユーザターミナル１０１において一実施形態としてビットマスクでフォ
ーマットされた典型的なユーザパーソナルプロフィールを示す図である。
【図３Ｂ】図１のユーザターミナル１０１のための図３Ａのユーザパーソナルプロフィー
ルを詳細に示す図である。ターミナルスクリーン３０２、３１１、３１７、３１９は、プ
ロフィールアイテム及びカテゴリーについてのユーザターミナル１０１における表示を示
す。
【図４Ａ】テーブルＡの連絡情報部分３０１において得られるテキストエンコードされた
ｖＣａｒｄフォーマットを示す図である。
【図４Ｂ】テーブルＡのＳＤＰ記録において得られるＸＭＬエンコードされた非標準プロ
フィールを示す図である。
【図５】本発明の一実施形態によりパーソナルプロフィールを形成しそして編集する方法
を示す図である。
【図６】テーブルＡのＳＤＰ記録に入力するための図３Ａのプロフィールをフィルタリン
グする方法を示す図である。
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【図７】図１のアドホックネットワークにおいてユーザプロフィールがサポートされるユ
ーザターミナルのパーソナルプロフィールをアクセスする方法を示す図である。
【図８】ユーザの移動ターミナル９００の外部にユーザプロフィールを記憶する別の実施
形態を示す図である。
【図９】２つのブルーツース装置間のプロフィールプッシュ及びプロフィール比較を使用
する本発明の実施形態のネットワークプロセス図である。
【図１０】２つのブルーツース装置間に認証を追加する図９の実施形態のネットワークプ
ロセス図である。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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