
JP 5121705 B2 2013.1.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信端末機を用いてアプリケーションを実行し、実行中のアプリケーションパラメ
ータとアプリケーション状態とを格納する方法であって、
　（ａ）前記移動通信端末機において、移動通信端末機のユーザが前記アプリケーション
を選択すれば、前記移動通信端末機で無線ネットワーク接続を必要とするか否かを判断す
るステップと、
　（ｂ）前記アプリケーションが前記無線ネットワーク接続を必要とすれば、前記移動通
信端末機でアプリケーション提供サーバーに接続してアプリケーションデータベースで前
記移動通信端末機が要請した前記アプリケーションを検索して前記移動通信端末機に前記
アプリケーションをダウンロードするステップと、
　（ｃ）前記アプリケーションが前記無線ネットワーク接続を必要としなければ、実行さ
れた前記アプリケーションに必要な前記アプリケーションパラメータ（Parameter）を設
定し確認するステップと、
　（ｄ）前記ステップ（ｂ）及びステップ（ｃ）のそれぞれの後に、前記アプリケーショ
ンパラメータと前記アプリケーション状態に関して‘ショートカット’格納を行う必要が
あるか否かを判断するステップと、
　（ｅ）前記アプリケーションパラメータと前記アプリケーション状態に関して前記‘シ
ョートカット’格納を行う必要がある場合、前記アプリケーションパラメータと前記アプ
リケーション状態とを示す一つのストリング（String）値を生成して格納することで、前
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記移動通信端末機に前記‘ショートカット’格納を行うステップと、
　（ｆ）前記アプリケーションが提供するサービスを用いてアプリケーションを終了する
ステップと、
　（ｇ）特定のアプリケーションに関して前記ステップ（ｅ）において格納されたストリ
ング値を呼び出し、前記特定のアプリケーションを、呼び出した前記ストリング値が示す
前記アプリケーション状態とすると共に、呼び出した前記ストリング値が示す前記アプリ
ケーションパラメータの値が入力及び選択された状態とするステップと、
　を含み、
　前記ステップ（ｅ）は、前記アプリケーションのパラメータと前記アプリケーション状
態の前記‘ショートカット’格納を行うことにおいて、前記アプリケーションが複数のス
テップで動作する場合、前記アプリケーション状態が、当該複数のステップのうちの一つ
のステップを表し、前記アプリケーションパラメータが、前記移動通信端末機のユーザが
入力及び選択した値を表し、
　前記ステップ（ｅ）の‘ショートカット’格納において、複数個のアプリケーションパ
ラメータをそれぞれ登録することができることを特徴とする移動通信端末機を用いてアプ
リケーション状態を格納する方法。
【請求項２】
　前記ステップ（ｅ）は、前記アプリケーションパラメータと前記アプリケーション状態
をＵＲＬ（Uniform Resource Locator）エンコーディング（Encoding）を用いて一つのス
トリング値で生成することを特徴とする請求項１記載の移動通信端末機を用いてアプリケ
ーション状態を格納する方法。
【請求項３】
　前記ストリング値の生成は、前記アプリケーション内でなされて、前記ストリング値の
格納及び選択はプラットフォーム（Platform）レベルでなされることを特徴とする請求項
２記載の移動通信端末機を用いてアプリケーション状態を格納する方法。
【請求項４】
　アプリケーションを実行してアプリケーションパラメータとアプリケーション状態を格
納するシステムであって、
　前記アプリケーションを実行し、前記アプリケーションパラメータを設定し、前記アプ
リケーション状態を格納する移動通信端末機と、
　前記移動通信端末機が前記アプリケーションを無線ネットワークを介してダウンロード
できるようにする移動通信網と、
　前記移動通信網を通じて前記移動通信端末機に前記アプリケーションの検索を提供する
アプリケーション提供サーバーと、
　前記移動通信端末機が前記移動通信網を通じて前記アプリケーション提供サーバーが提
供するウェブページに接続できるようにするインターネットと、
　前記アプリケーション提供サーバーから前記移動通信端末機に前記アプリケーションを
ダウンロードする時、前記移動通信端末機のＭＩＮ及び加入者情報を格納している加入者
データベースと、
　前記移動通信端末機が利用できる種々のアプリケーションデータを格納しているアプリ
ケーションデータベースと、
　前記インターネットを用いて前記アプリケーション提供サーバーが提供するウェブペー
ジに接続して前記移動通信端末機に必要な前記アプリケーションを選択するコンピュータ
と、
　を含み、
　前記アプリケーションが複数のステップで動作する場合、前記アプリケーション状態が
、当該複数のステップのうちの一つのステップを表し、前記アプリケーションパラメータ
が、前記移動通信端末機のユーザが入力及び選択した値を表し、
　前記移動通信端末機が、特定のアプリケーションに関して、格納された前記アプリケー
ション状態と前記アプリケーションパラメータを呼び出し、前記特定のアプリケーション
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を、呼び出した前記アプリケーション状態とすると共に、呼び出した前記アプリケーショ
ンパラメータの値が入力及び選択された状態とし、
　前記移動通信端末機が、前記アプリケーション状態に対して複数個のアプリケーション
パラメータをそれぞれ登録することができることを特徴とする移動通信端末機を用いてア
プリケーション状態を格納するシステム。
【請求項５】
　前記移動通信端末機は、
　プロセッサ部、ＬＣＤ表示部、広帯域ステレオコーデック、オーディオ出力装置、オー
ディオ入力装置、キー入力部、モード状態格納部、付加装置処理部、カメラ、ボイスコー
デック、ＲＬＰコーデック、シリアルバスインターフェース、及びＲＦモジュールを含み
、かつ前記プロセッサ部は前記移動通信端末機が前記無線ネットワークを介して前記アプ
リケーションを実行する際、前記アプリケーションパラメータ及び前記アプリケーション
状態をエンコーディングして一つのストリング（String）値を生成し、複数個のアプリケ
ーション状態を各々の前記ストリング値で生成して使用が可能であるようにプラットフォ
ーム（Platform）ＡＰＩ（Application Programming Interface）を搭載しており、前記
モード状態格納部は、前記移動通信端末機のベル、振動などのモードを格納しており、前
記移動通信端末機を用いて前記アプリケーションを実行した場合に、前記プロセッサ部で
前記アプリケーションパラメータ及び前記アプリケーション状態を一つで表現した前記ス
トリング値を格納することを特徴とする請求項４記載の移動通信端末機を用いてアプリケ
ーション状態を格納するシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信端末機を用いてアプリケーションを実行する場合、アプリケーショ
ンのパラメータ（Parameter）とアプリケーションの状態をショートカットに格納して、
今後同一なアプリケーションを実行する時に、前段階を経ないでアプリケーションのパラ
メータをアプリケーションを実行する時にローディング（Loading）する、アプリケーシ
ョンの状態を格納するシステム及びその方法に関し、より詳しくは、移動通信端末機の内
部にモード状態格納部を装着して移動通信端末機のユーザがアプリケーションを実行し、
特定の状態の設定を移動通信端末機の内部のプロセッサ部で一つのストリング値で生成し
てモード状態格納部へ転送して、移動通信端末機のキー入力部でプロセッサ部を通じて特
定ストリング値を要求すると、モード状態格納部から移動通信端末機のユーザが希望する
ストリング値を転送してアプリケーションの状態を格納する移動通信端末機を用いてアプ
リケーションの状態を格納する方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子、通信技術が飛躍的に発展するにつれて、私達の生活は多くの所で変化を迎えた。
私達の生活の一部分を占める家電製品は、従来には受動的な機能のみを持っていたが、最
近の家電製品は自動機能が多くなり、ホームオートメーションの発展に助けられて、屋外
からも屋内の家電製品を動作することができる。
【０００３】
　現在、日常生活で最もよく使われている移動通信端末機を見ると、従来には音声中心の
通話のみに力を注いだが、無線通信ネットワーク（Wireless Communication Network）を
介した無線通信サービスの発展と、時間及び場所の制約を受けないという移動通信端末機
の長所とが合って、音声だけでなく文字メッセージサービス及びデータサービスなどによ
り音声通話サービスを補完している。移動通信端末機の活用が音声通話サービスのみに止
まらず、無線通信サービスによりデータサービスを始めながら、データサービスをより便
利に楽しむために多くの種類のデータアプリケーションが開発されている。
【０００４】
　また、移動通信端末機は、ソフトウェア分野の発展と共に、ハードウェア分野でも発展
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を重ねているが、初期に音声通話サービス中心の移動通信端末機は、特別な機能を具備し
ていなかったが、移動通信端末機に音楽を鑑賞できる機能を具備し、ディジタルカメラを
装着して写真を撮って格納することができ、放送を受信して再生する機能がある移動通信
端末機も開発されている。
【０００５】
　移動通信端末機だけでなく、移動通信端末機が支援できる装置の開発が促進されており
、各装置を応用した移動通信端末機の活用度が格段に増加している時点で、移動通信端末
機の効果的な活用を支援するために、各装置に関連したアプリケーションの開発が活性化
されている。
【０００６】
　このように移動通信端末機が発展するにつれて、移動通信端末機の活用度を高めてくれ
るアプリケーションは目覚ましい発展を重ねている。文字サービスにおいて、種々の顔文
字を入れることができるようにするアプリケーションから移動通信端末機で撮影した写真
及び動画を管理するアプリケーション、無線ネットワークまたは有線ケーブルを用いて移
動通信端末機に音楽ファイルを格納し再生するアプリケーションまで、データアプリケー
ションはその種類が増えている実状である。
【０００７】
　しかしながら、特定の人にメッセージを送る時には特定背景画像や音楽を常に使用する
場合に、メッセージを作成する度に特定背景画像と特定音楽を繰り返して指定するか、ま
たは特定の背景画像と特定音楽を設定値を通じてファイルで格納しておいても移動通信端
末機のユーザはアプリケーションを実行した後、設定ファイルを選択してローディング（
Loading）しなければならない面倒さがあるので改善が必要である。
【０００８】
　また、カメラ撮影アプリケーションの場合に、昼に野外で風景写真を撮る時と室内で接
写写真を撮る時、互いに異なる設定値を使用する必要性があるが、環境が変わって、撮影
をする度に設定値を変えなければならないという問題点がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　このような問題点を解決するために本発明は、移動通信端末機の内部にモード状態格納
部を装着して移動通信端末機のユーザがアプリケーションを実行し、特定の状態の設定を
移動通信端末機の内部のプロセッサ部で一つのストリング値で生成してモード状態格納部
へ転送して、移動通信端末機のキー入力部でプロセッサ部を通じて特定ストリング値を要
求すれば、モード状態格納部で移動通信端末機のユーザが希望するストリング値を転送し
てアプリケーションの状態を格納する移動通信端末機を用いてアプリケーションの状態を
格納する方法及びシステムを提供することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　このような目的を達成するために、本発明の第１の目的によると、移動通信端末機を用
いてアプリケーションを実行し、実行中のアプリケーションパラメータとアプリケーショ
ン状態とを格納する方法であって、（ａ）前記移動通信端末機において、移動通信端末機
のユーザが前記アプリケーションを選択すれば、前記移動通信端末機で無線ネットワーク
接続を必要とするか否かを判断するステップと、（ｂ）前記アプリケーションが前記無線
ネットワーク接続を必要とすれば、前記移動通信端末機でアプリケーション提供サーバー
に接続してアプリケーションデータベースで前記移動通信端末機が要請した前記アプリケ
ーションを検索して前記移動通信端末機に前記アプリケーションをダウンロードするステ
ップと、（ｃ）前記アプリケーションが前記無線ネットワーク接続を必要としなければ、
実行された前記アプリケーションに必要な前記アプリケーションパラメータ（Parameter
）を設定し確認するステップと、（ｄ）前記ステップ（ｂ）及びステップ（ｃ）のそれぞ
れの後に、前記アプリケーションパラメータと前記アプリケーション状態に関して‘ショ
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ートカット’格納を行う必要があるか否かを判断するステップと、（ｅ）前記アプリケー
ションパラメータと前記アプリケーション状態に関して前記‘ショートカット’格納を行
う必要がある場合、前記アプリケーションパラメータと前記アプリケーション状態とを示
す一つのストリング（String）値を生成して格納することで、前記移動通信端末機に前記
‘ショートカット’格納を行うステップと、（ｆ）前記アプリケーションが提供するサー
ビスを用いてアプリケーションを終了するステップと、（ｇ）特定のアプリケーションに
関して前記ステップ（ｅ）において格納されたストリング値を呼び出し、前記特定のアプ
リケーションを、呼び出した前記ストリング値が示す前記アプリケーション状態とすると
共に、呼び出した前記ストリング値が示す前記アプリケーションパラメータの値が入力及
び選択された状態とするステップと、を含み、前記ステップ（ｅ）は、前記アプリケーシ
ョンのパラメータと前記アプリケーション状態の前記‘ショートカット’格納を行うこと
において、前記アプリケーションが複数のステップで動作する場合、前記アプリケーショ
ン状態が、当該複数のステップのうちの一つのステップを表し、前記アプリケーションパ
ラメータが、前記移動通信端末機のユーザが入力及び選択した値を表し、前記ステップ（
ｅ）の‘ショートカット’格納において、複数個のアプリケーションパラメータをそれぞ
れ登録することができることを特徴とする移動通信端末機を用いてアプリケーション状態
を格納する方法を提供する。
 
【００１１】
　また、本発明の第２目的によると、アプリケーションを実行してアプリケーションパラ
メータとアプリケーション状態を格納するシステムであって、前記アプリケーションを実
行し、前記アプリケーションパラメータを設定し、前記アプリケーション状態を格納する
移動通信端末機と、前記移動通信端末機が前記アプリケーションを無線ネットワークを介
してダウンロードできるようにする移動通信網と、前記移動通信網を通じて前記移動通信
端末機に前記アプリケーションの検索を提供するアプリケーション提供サーバーと、前記
移動通信端末機が前記移動通信網を通じて前記アプリケーション提供サーバーが提供する
ウェブページに接続できるようにするインターネットと、前記アプリケーション提供サー
バーから前記移動通信端末機に前記アプリケーションをダウンロードする時、前記移動通
信端末機のＭＩＮ及び加入者情報を格納している加入者データベースと、前記移動通信端
末機が利用できる種々のアプリケーションデータを格納しているアプリケーションデータ
ベースと、前記インターネットを用いて前記アプリケーション提供サーバーが提供するウ
ェブページに接続して前記移動通信端末機に必要な前記アプリケーションを選択するコン
ピュータと、を含み、前記アプリケーションが複数のステップで動作する場合、前記アプ
リケーション状態が、当該複数のステップのうちの一つのステップを表し、前記アプリケ
ーションパラメータが、前記移動通信端末機のユーザが入力及び選択した値を表し、前記
移動通信端末機が、特定のアプリケーションに関して、格納された前記アプリケーション
状態と前記アプリケーションパラメータを呼び出し、前記特定のアプリケーションを、呼
び出した前記アプリケーション状態とすると共に、呼び出した前記アプリケーションパラ
メータの値が入力及び選択された状態とし、前記移動通信端末機が、前記アプリケーショ
ン状態に対して複数個のアプリケーションパラメータをそれぞれ登録することができるこ
とを特徴とする移動通信端末機を用いてアプリケーション状態を格納するシステムを提供
する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によると、アプリケーションの設定値またはアプリケーション提供サーバーの状
態をショートカット登録して移動通信端末機のユーザがよく利用するアプリケーションを
前段階を経ないでローディングできるので、移動通信端末機アプリケーションの活用度を
高める効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
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　以下、本発明の好ましい実施形態を添付した図面を参照しつつ詳細に説明する。まず、
各図面の構成要素への参照符号の付加において、同一な構成要素に対しては、たとえ他の
図面上に表示されてもできる限り同一な符号が与えられていることに留意しなければなら
ない。また、本発明の説明において、関連した公知構成または機能に対する具体的な説明
が本発明の要旨を曖昧にする可能性があると判断される場合にはその詳細な説明は省略す
る。
【００１４】
　図１は、本発明の好ましい実施形態に係るアプリケーションの状態を格納する移動通信
端末機のシステムを概略的に示すブロック構成図である。
【００１５】
　後述する過程で、移動通信端末機は、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、セルラ
ーフォン、ＰＣＳ（Personal Communication Service）フォン、ＧＳＭ（Global System 
for Mobile）フォン、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband CDMA）フォン、ＣＤＭＡ－２０００フォ
ン、及びＭＢＳ（Mobile Broadband System）フォンなどを含む。ここで、ＭＢＳフォン
は、現在論議されている第４世代のシステムで使われる携帯電話をいう。
【００１６】
　本発明に従うアプリケーションの状態を格納する移動通信端末機１００は、プロセッサ
部１１０、ＬＣＤ表示部１２０、広帯域ステレオコーデック１３０、オーディオ出力装置
１３２、オーディオ入力装置１３４、キー入力部１３６、モード状態格納部１４０、付加
装置処理部１５０、カメラ１５２、ボイスコーデック１６０、ＲＬＰコーデック１６２、
シリアルバスインターフェース１６４、及びＲＦモジュール１６６を含む。
【００１７】
　プロセッサ部１１０は、移動通信端末機１００の全体的な機能を制御する部分であって
、移動通信端末機１００には一般的にＡＲＭ７またはＡＲＭ９を使用し、移動通信端末機
１００の無線通信ネットワーク（Wireless Communication Network）を介してアプリケー
ションを実行する際、アプリケーションの段階（Stage）及びアプリケーションのパラメ
ータ（Parameter）をエンコーディング（Encoding）して、一つのストリング（String）
値を生成し、複数個のアプリケーション状態を各々のストリング値で生成して、使用が可
能であるようにプラットフォーム（Platform）ＡＰＩ（Application Programming Interf
ace）を搭載している装置である。
【００１８】
　本発明に必要なアプリケーションの状態を一つのストリングでエンコーディングする方
法は、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者により充分に実施できると判断さ
れるので、それに対する詳細な説明は省略する。
【００１９】
　ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）表示部１２０は、ＬＣＤ制御部とＬＣＤとを含み、
ＬＣＤ制御器は、フレームバッファーからグラフィックデータを読取って、与えられたフ
ォーマットに合せて移動通信端末機１００のＬＣＤ画面にグラフィックデータを転送し、
ＬＣＤはＬＣＤ制御部から転送するグラフィックデータを表示する装置である。
【００２０】
　広帯域ステレオコーデック１３０は、オーディオデータをアナログ信号に変換してオー
ディオ出力装置へ送る役割をする装置である。
【００２１】
　オーディオ出力装置１３２は、オーディオデータを出力する装置であって、アンプを含
んだスピーカである。
【００２２】
　オーディオ入力装置１３４は、移動通信端末機１００の内部のマイクである。
【００２３】
　キー入力部１３６は、移動通信端末機１００を利用する際、電話番号を入力できる数字
キーと特定の機能の呼び出しに使われるファンクションキーとを含んでいる入力装置であ
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る。
【００２４】
　モード状態格納部１４０は、移動通信端末機１００のベル、振動などのモードを格納し
ており、移動通信端末機１００を用いてアプリケーションを実行した場合に、プロセッサ
部１１０でアプリケーションのパラメータ及びアプリケーションの現在状態を一つで表現
したストリング値の転送を受けて格納し、キー入力部１３６でプロセッサ部１１０を通じ
て特定のアプリケーションのストリング値を呼び出す場合に格納しているストリング値を
検索して、希望するストリング値をプロセッサ部１１０へ転送する装置である。
【００２５】
　付加装置処理部１５０は、移動通信端末機１００に装着されているか、追加的に装着で
きるデバイス（カメラ、キャムコーダ等）のデータ入出力処理機能を遂行する装置である
。
【００２６】
　ボイス（Voice）コーデック１６０は、ボコーダー（Vocoder）であって、プロセッサ部
１１０を通じて入ってくる音声データを圧縮してシリアルバスインターフェース１６４へ
送り、シリアルバスインターフェース１６４を通じて入ってくる音声データを復元してプ
ロセッサ部１１０へ送る役割をする。
【００２７】
　ＲＬＰ（Radio Link Protocol）コーデック１６２は、カメラ１５２を通じて格納され
たイメージデータをＲＦモジュールへ転送する前に無線データ網で定めたフォーマットに
変換し復元する役割をする。
【００２８】
　シリアルバスインターフェース（ＳＢＩ：Serial Bus Interface）１６４は、ボイスコ
ーデック１６０から入ってくる並列データをシリアルデータに変えてＲＦモジュール１６
６へ転送する役割をする。
【００２９】
　ＲＦモジュール１６６は、シリアルバスインターフェース１６４を通じて入ってきたシ
リアルデータをＲＦ信号に変換して無線基地局２１０へ転送する役割をする。
【００３０】
　図２は、本発明の好ましい実施形態に係る移動通信端末機を用いて無線ネットワークア
プリケーションの状態を格納するシステムを概略的に示す図である。
【００３１】
　本発明に係る無線ネットワークを用いて移動通信端末機へデータを転送するシステムは
、移動通信端末機１００、移動通信網２１０、インターネット２２０、アプリケーション
提供サーバー２３０、加入者データベース２３２、アプリケーションデータベース２３４
、及びコンピュータ２４０を含む。
【００３２】
　移動通信端末機１００は、無線インターネット接続プロトコルである無線アプリケーシ
ョンプロトコル（ＷＡＰ：Wireless Application Protocol）、ＨＴＴＰプロトコルを使
用するＨＴＭＬに基盤したＭＩＥ（Microsoft Internet Explorer）、ハンドヘルドデバ
イストランスポートプロトコル（ＨＤＴＰ：Handheld Device Transport Protocol）、Ｎ
ＴＴ ＤＯＣＯＭＯ社のｉ－Ｍｏｄｅ、またはＳＫテレコム社の‘ＮＡＴＥ’のようなイ
ンターネット接続用ブラウザを用いてインターネット２２０を経由してアプリケーション
提供サーバー２３０が提供するウェブページに接続して移動通信端末機１００のユーザが
希望するアプリケーションを選択してダウンロードする。移動通信端末機１００で使用す
るインターネット接続プロトコルのうち、ＭＩＥはＨＴＭＬを若干変形させて縮約したｍ
－ＨＴＭＬを使用し、ｉ－Ｍｏｄｅの場合にはＨＴＭＬのサブセットであるコンパクトＨ
ＴＭＬ（ｃ－ＨＴＭＬ）という言語を使用する。
【００３３】
　移動通信網２１０は、大別して無線基地局２１２と移動通信交換局２１４とを含んで構



(8) JP 5121705 B2 2013.1.16

10

20

30

40

50

成されており、移動通信端末機１００の音声信号及びデータ信号を中継する役割をする。
【００３４】
　無線基地局２１２は、移動通信端末機１００の位置情報、登録者情報、及び移動通信端
末機１００からのデータ通信要請信号を移動通信交換局２１４へ転送し、基地局転送機、
基地局制御器、及び中継器（Enhancer：図示せず）などで構成され、同期式と非同期式を
全て支援する。
【００３５】
　基地局転送機は、ＧＰＳ（Global Positioning System：図示せず）から基地局転送機
が位置した緯度と経度などの情報を得ることができ、このような基地局転送機の位置情報
を順方向リンク呼び出しチャネルのシステムパラメータメッセージを通じて移動通信端末
機１００に伝達する。移動通信端末機１００は、自分が属しているセルの基地局転送機の
位置情報を用いて移動通信端末機１００自分の移動距離を計算することで、新たな位置情
報を登録することができる。
【００３６】
　位置登録は、移動通信端末機１００の位置、状態、識別子、スロット周期、及びその他
の特徴を基地局転送機を通じて移動通信交換局２１４に知らせる処理手続きであって、基
地局転送機が移動通信端末機１００に着信号を設定しようとする時、移動通信端末機１０
０を効果的に呼び出しできるようにする手続きである。このような移動通信端末機１００
の位置登録は、移動通信端末機１００の電源をオンまたはオフする際、移動通信端末機１
００が移動通信交換局２１４の間を移動する際、そして、移動通信端末機１００のパラメ
ータが変更される場合に実施される。
【００３７】
　基地局制御器は、基地局転送機を制御し、移動通信端末機１００に対する無線チャネル
割当及び解除、移動通信端末機１００及び基地局転送機の送信出力制御、セル間ソフトハ
ンドオフ（Soft Handoff）及びハードハンドオフ（Hard Handoff）決定、トランスコーデ
ィング（Transcoding）及びボーコーディング（Vocoding）、ＧＰＳクロック分配、基地
局に対する運用及びメンテナンス機能などを遂行する。また、基地局制御器は、位置登録
された移動通信端末機１００の加入者情報を移動通信交換局２１４へ転送する。基地局制
御器は、移動通信端末機１００から基地局転送機を通じて伝えられたデータ通信要請信号
を移動通信交換局２１４に伝達する。
【００３８】
　移動通信交換局２１４は、基本及び付加サービス処理、加入者の着信及び発信呼処理、
位置登録手続き及びハンドオフ手続き処理、他網との連動機能などを遂行する。ＩＳ－９
５ Ａ／Ｂ／Ｃシステムの移動通信交換局２１４は、分散された呼処理の機能を遂行する
ＡＳＳ（Access Switching Subsystem）、集中化された呼処理機能を遂行するＩＮＳ（In
terconnection Network Subsystem）、運用及び保全の集中化機能を担当するＣＣＳ（Cen
tral Control Subsystem）、及び移動加入者に対する情報の格納及び管理機能を遂行する
ＬＲＳ（Location Registration Subsystem）などのサブシステムを含む。
【００３９】
　また、移動通信交換局２１４は、無線基地局２１２を通じて移動通信端末機１００の位
置登録が遂行されれば、訪問者位置登録器に移動通信端末機１００の加入者情報を仮に格
納した後、ホーム位置登録器に移動通信端末機１００の位置登録を要請する。
【００４０】
　３世代及び４世代のための移動通信交換局２１４には、ＡＴＭ（Asynchronous Transfe
r Mode）スイッチ（図示せず）が含まれることができるが、ＡＴＭスイッチはセル単位の
パケット転送により転送速度と回線使用の効率を増大させる。
【００４１】
　コンピュータ２４０は、モデムやＬＡＮを介してインターネット２２０に接続してアプ
リケーション提供サーバー２３０から提供するウェブページで移動通信端末機１００のユ
ーザが希望するアプリケーションを検索し選択して、選択したアプリケーションを受ける
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ことができるようにアプリケーションダウンロード信号を移動通信端末機１００へ送る。
コンピュータ２４０によりインターネット２２０に接続するためにＮＣＳＡで発明したモ
ザイク（Mosaic）、ネットスケープ（Netscape）社のナビゲーター（Navigator）、マイ
クロソフト（Microsoft）社のインターネットエクスプローラ（Internet Explorer）、サ
ンマイクロシステム（Sun Microsystem）社のホットジャバ、オペラソフト社のオペラ（O
pera）やユニックスシステムのためのリングス（Lynx）などのウェブブラウズを利用する
。
【００４２】
　インターネット２２０は、無線インターネット接続時、移動通信端末機１００が移動通
信交換局２１４を経てアプリケーション提供サーバー２３０に接続してデータを送受信で
きるように、接続経路を提供する通信網である。または、コンピュータ２４０を通じた有
線インターネット接続時には、ウェブブラウザを通じてデータ転送が容易になされるよう
に接続経路を提供する。
【００４３】
　前述したようなシステムを通じて移動通信端末機１００のユーザは、アプリケーション
提供サーバー２３０に接続してユーザが移動通信端末機１００に必要なアプリケーション
を検索し選択してダウンロードすることができる。
【００４４】
　移動通信端末機１００のユーザがアプリケーション提供サーバー２３０に接続すると、
アプリケーション提供サーバー２３０は、ウェブサイトに登録されたアプリケーションデ
ータベース２３４に格納されているデータを加入者の移動通信端末機１００や加入者のコ
ンピュータ２４０に提供する。
【００４５】
　また、移動通信端末機１００のユーザがコンピュータ２４０を利用した有線インターネ
ットを通じてアプリケーション提供サーバー２３０に接続してアプリケーションをダウン
ロードする場合には、自分の移動通信端末機１００のＭＩＮを別途に入力しなければなら
ない。一方、移動通信端末機１００を用いて無線インターネットを通じてアプリケーショ
ン提供サーバー２３０に接続する場合には、別途にＭＩＮを入力しなくてもアプリケーシ
ョン提供サーバー２３０が格納しているデータを自分に接続された移動通信端末機１００
のＭＩＮと共に格納する。
【００４６】
　加入者データベース２３２には、移動通信端末機１００を使用する加入者の基本身上情
報、ＭＩＮ及び加入者が入力したデータの情報（データ名称、データ経路、データサイズ
等）が格納されている。
【００４７】
　一方、加入者データベース２３２及びアプリケーションデータベース２３４は、オラク
ル（Oracle）、インフォミックス（Infomix）、サイベース（Sybase）、またはＤＢ２の
ような関係型データベース管理システム（ＲＤＢＭＳ）や、ジェムストーン（Gemston）
、オリオン（Orion）、またはＯ２のような客体指向データベース管理システム（ＯＯＤ
ＢＭＳ）、及びエクセロン（Excelon）、タミノ（Tamino）、またはセカイジュ（Sekaiju
）のようなＸＭＬ専用データベース（XML Native Database）を用いて本発明の目的に合
うように具現されることができ、自分の機能を達成するための適当なフィールド（Field
）またはエレメント（Element）を有している。
【００４８】
　本発明に必要なデータベースの構築及び管理は、本発明が属する技術分野で通常の知識
を有する者により充分に実施できると判断されるため、それについての詳細な説明は省略
する。
【００４９】
　まず、アプリケーション提供サーバー２３０は、無線インターネットや有線インターネ
ットを通じて移動通信端末機１００のユーザにアプリケーションを提供する機能をしなけ
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ればならない。即ち、アプリケーション提供サーバー２３０は、移動通信端末機１００の
ユーザが希望するアプリケーションを検索しダウンロードできるようにするＨＴＭＬ（Hy
per Text Markup Language）、ＷＭＬ（Wireless Markup Language）のようなウェブ言語
で構築された有線接続用及び無線接続用ウェブサイトを運用する。
【００５０】
　移動通信端末機１００のユーザは移動通信端末機１００の無線インターネットを利用し
たり、コンピュータ２４０を利用した有線インターネットを通じてアプリケーション提供
サーバー２３０に接続し、アプリケーション提供サーバー２３０に連結されたアプリケー
ションデータベース２３４に格納されているアプリケーションを検索し選択してダウンロ
ードすることができる。
【００５１】
　アプリケーションデータベース２３４は、移動通信端末機に必要なアプリケーションを
供給する企業が移動通信社で与えた供給者ＩＤ（Identifier）を用いて移動通信端末機に
必要なアプリケーションを格納する装置であり、アプリケーション提供サーバー２３０で
は、アプリケーションデータベース２３４にあるアプリケーションを移動通信端末機のユ
ーザが検索しダウンロードできるウェブページを提供する。
【００５２】
　図３は、本発明の好ましい実施形態に係る移動通信端末機を用いてアプリケーションの
状態を格納する過程を例示した画面である。
【００５３】
　ユーザは、移動通信端末機１００を用いてインターネット接続メニュー、例えばＳＫテ
レコムの‘ＮＡＴＥ’を通じて無線インターネットに接続する。画面に３Ａのようにメニ
ューが表れると、トップ－ダウン方式により自分が希望するコンテンツのアプリケーショ
ンを選択することができる。３Ｂは、３Ａで選択した‘４．ミュージック／絵／映画’メ
ニューを示す画面である。３Ｂの画面に繰り越しながら画面の下段に‘確認、メニュー、
及び上位’の３つのボタンが生成される。３Ｂで希望するコンテンツを選択し確認を押さ
えれば、移動通信端末機１００に３Ｃのように、‘ベル音ダウンロード’に関連したサー
ビス目録画面がディスプレイされる。ユーザが移動通信端末機１００を通じて無線アプリ
ケーションを利用する時に、ベル音ダウンロードサービスを３Ａと３Ｂの過程を省略し利
用できるように、メニューを選択して、無線アプリケーションの状態をショートカットに
登録できる画面が３Ｄである。３Ｄの画面において、‘ショートカット’にアプリケーシ
ョンの状態が格納されれば、移動通信端末機１００のユーザは、今後にアプリケーション
を実行する際、３Ａ及び３Ｂの過程を経ないで、直ちに３Ｃの画面へ移動することができ
る。
【００５４】
　３Ｅは、移動通信端末機１００のユーザがカラーメールを使用するために移動通信端末
機１００のカラーメールメニューを使用する画面である。カラーメールには、３Ｆ、３Ｇ
、及び３Ｈのように、ユーザの趣向に合せて種々の設定が可能であり、移動通信端末機１
００のユーザはユーザの趣向に合せて種々の設定を選択し、設定値が反映された３Ｉの画
面に文字入力を終えた後、カラーメールを転送する。３Ｉの画面の下段にあるメニューを
選択して３Ｄのショートカット画面を活性化させてカラーメールの設定状態を格納するこ
とができ、１つのパターンでない数種のパターンを各々ショートカットに格納して必要に
よって３Ｉの画面を直ちに呼び出すことができる。
【００５５】
　図４は、本発明の好ましい実施形態に係る移動通信端末機を用いてアプリケーションの
状態を格納して実行する過程を説明するためのフローチャートである。
【００５６】
　移動通信端末機１００のユーザは、移動通信端末機１００を用いて文字を送るためにメ
ッセージアプリケーションを選択したり、移動通信端末機１００に、ベル音、音楽、及び
背景画像などをダウンロードしたり、天気、ショッピング、ニュース、及びチャットなど
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を行うために、無線ネットワークアプリケーションを選択する等、種々のアプリケーショ
ンを選択することができる（Ｓ４００）。
【００５７】
　移動通信端末機１００のユーザがアプリケーションを選択すると、移動通信端末機１０
０は、ユーザが選択したアプリケーションが無線ネットワーク接続を必要とするか否かを
判断する（Ｓ４０２）。
【００５８】
　移動通信端末機１００のユーザが選択したアプリケーションが無線ネットワーク接続を
必要とする場合、移動通信端末機１００は、移動通信網２１０を通じて移動通信社で提供
するアプリケーション提供サーバー２３０に接続してアプリケーションデータベース２３
４で移動通信端末機１００のユーザが希望するアプリケーションを検索して移動通信端末
機１００へ転送する（Ｓ４０４）。
【００５９】
　移動通信端末機１００のユーザが選択したアプリケーションが無線ネットワーク接続を
必要としない場合、移動通信端末機１００のユーザは、アプリケーションの実行後、選択
したアプリケーションに必要なパラメータ（Parameter）を設定及び確認する（Ｓ４０６
）。
【００６０】
　アプリケーション提供サーバー２３０で該当アプリケーションダウンロードヘルプの転
送が完了すると、移動通信端末機１００のユーザは、アプリケーション提供サーバー２３
０の状態を確認し、ショートカット登録が必要か否かを判断する（Ｓ４０８）。
【００６１】
　アプリケーションの設定値、またはアプリケーション提供サーバー２３０の現在状態を
ショートカット登録が必要であると判断されれば、移動通信端末機１００のユーザは、移
動通信端末機１００の画面にあるメニューを用いて移動通信端末機１００の短縮キー及び
短縮アイコンに選択的にアプリケーションのパラメータまたはアプリケーション提供サー
バー２３０の現在状態を登録する（Ｓ４１０）。
【００６２】
　ショートカット登録が完了すると、移動通信端末機１００のユーザは、アプリケーショ
ンが提供するサービスを利用した後、アプリケーションを終了する（Ｓ４１２）。
【００６３】
　アプリケーションの設定値またはアプリケーション提供サーバー２３０の現在状態をシ
ョートカット登録した場合、今後に該当アプリケーションのパラメータを格納した画面を
直ちにローディング（Loading）することができ、アプリケーション提供サーバー２３０
の現在状態を前段階無しでローディングして、移動通信端末機１００のユーザが希望する
アプリケーションを選択することができ、複数個のパラメータを各々ショートカット登録
することができる。
【００６４】
　以上の説明は、本発明を例示的に説明したことに過ぎないものであって、本発明が属す
る技術分野で通常の知識を有する者であれば、本発明の本質的な特性から外れない範囲で
多様な変形が可能である。したがって、本明細書に開示された実施形態は本発明を限定す
るためのものでなく、説明するためのものであり、このような実施形態により本発明の思
想と範囲が限るのではない。本発明の範囲は下記の請求範囲により解されなければならな
くて、それと同等な範囲内にある全ての技術は本発明の権利範囲に含まれることと解され
ているべきである。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の好ましい実施形態に係る移動通信端末機において、アプリケーションの
状態を格納するシステムを概略的に示すブロック構成図である。
【図２】本発明の好ましい実施形態に係る移動通信端末機を用いて無線ネットワークアプ
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リケーションの状態を格納するシステムを概略的に示す図である。
【図３】本発明の好ましい実施形態に係る移動通信端末機を用いてアプリケーションの状
態を格納する過程を例示した画面である。
【図４】本発明の好ましい実施形態に係る移動通信端末機を用いてアプリケーションの状
態を格納して使用する過程を説明するためのフローチャートである。

【図１】 【図２】
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