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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の移動端末装置（１２）が情報を送受信するネットワーク（１００）であって、前
記複数の移動端末装置によりアクセス可能な少なくとも１つのサーバ（５２）を有し、前
記サーバが前記移動端末装置にアプリケーションレベルのサービスを提供する、ネットワ
ークにおいて：
　前記ネットワークは、前記複数の移動端末装置のうち少なくとも１つの移動端末装置を
伝送サービスへ登録するように構成され、
　前記ネットワークは、前記少なくとも１つのサーバのアドレスを格納するディレクトリ
記憶装置（１０２）を有し、該ディレクトリ記憶装置は、前記ネットワークを構成する装
置のうち前記ディレクトリ記憶装置以外の装置または前記少なくとも１つの移動端末装置
からの通信メッセージに応答して、前記少なくとも１つのサーバの少なくとも１つのアド
レスを、前記少なくとも１つの移動端末装置に提供するように構成され、ここで前記アド
レスは、前記少なくとも１つの移動端末装置が前記少なくとも１つのサーバと通信してア
プリケーションレベルのサービスを取得するために用いられ、
　前記ネットワークは、前記少なくとも１つの移動端末装置が前記ディレクトリ記憶装置
と通信するために登録するに際し、該少なくとも１つの移動端末装置に前記ディレクトリ
記憶装置のアドレスを提供するか、前記ディレクトリ記憶装置への発見サーバ要求を発行
するように構成される、
ことを特徴とするネットワーク。
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【請求項２】
　前記移動端末装置のプロフィールを格納する少なくとも１つのエンティティ（４４）を
さらに有し、
　前記ディレクトリ記憶装置は、前記プロフィールを確認するように構成され、ここで前
記確認することは、前記移動端末装置にサービスが提供されるべきか、また該サービスが
どのようなサービスであるのかを確認することを含む、請求項１に記載のネットワーク。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのエンティティはホーム・ロケーション・レジスタである、請求項
２に記載のネットワーク。
【請求項４】
　パケットデータ・ネットワークを含む、請求項２または３に記載のネットワーク。
【請求項５】
　前記パケットデータ・ネットワークとゲートウェイで結合されるセルラ・ネットワーク
を更に含む、請求項４に記載のネットワーク。
【請求項６】
　前記移動端末装置は前記セルラ・ネットワーク内にあり、前記ディレクトリ記憶装置と
前記少なくとも１つの記憶装置とは前記パケットデータ・ネットワーク内にアドレスを有
する、請求項５に記載のネットワーク。
【請求項７】
　前記ディレクトリ記憶装置が提供する前記アドレスは、前記プロフィールに格納されて
いるアドレスである、請求項２から６のいずれかに記載のネットワーク。
【請求項８】
　前記移動端末装置が前記ネットワークへ登録する時に、該移動端末装置に前記ディレク
トリ記憶装置のアドレスを提供するように構成される、請求項１から７のいずれかに記載
のネットワーク。
【請求項９】
　前記ネットワークが、前記移動端末装置が登録することに応答して、該移動端末装置を
前記ディレクトリ記憶装置に登録し、前記ディレクトリ記憶装置は、登録されているアク
セス可能なアプリケーションレベルのサービスの識別情報を前記移動端末装置に返すよう
に構成される、請求項１から８のいずれかに記載のネットワーク。
【請求項１０】
　前記ディレクトリ記憶装置は、前記移動端末装置の前記少なくとも１つのサーバへのア
クセスを制御するためにアクセス制御規則を適用するように構成される、請求項１から９
のいずれかに記載のネットワーク。
【請求項１１】
　複数の移動端末装置（１２）が情報を送受信するネットワーク（１００）であって、前
記複数の移動端末装置によりアクセス可能な少なくとも１つのサーバ（５２）と、該少な
くとも１つのサーバのアドレスを格納するディレクトリ記憶装置とを有し、前記サーバが
、アプリケーションレベルのサービスを前記移動端末装置に提供する、ネットワークにお
いて、前記複数の移動端末装置のうち少なくとも１つの移動端末装置がサービスを取得で
きるようにするべく、該少なくとも１つの移動端末装置に、前記少なくとも１つのサーバ
のアドレスを提供する方法において、　前記複数の移動端末装置のうち少なくとも１つの
移動端末装置を伝送サービスへ登録することと；
　前記少なくとも１つの移動端末装置が前記ディレクトリ記憶装置と通信するべく登録す
るに際し、該少なくとも１つの移動端末装置に前記ディレクトリ記憶装置のアドレスを提
供するか、前記ディレクトリ記憶装置への発見サーバ要求を発行することと；
　前記ネットワークを構成する装置のうち前記ディレクトリ記憶装置以外の装置または前
記少なくとも１つの移動端末装置からの通信メッセージに応答して、前記少なくとも１つ
のサーバの少なくとも１つのアドレスを、前記少なくとも１つの移動端末装置に提供する
ことと；
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を含み、ここで前記アドレスは、前記少なくとも１つの移動端末装置が前記少なくとも１
つのサーバと通信してアプリケーションレベルのサービスを取得するために用いられる、
ことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記ネットワークは、前記移動端末装置のプロフィールを格納する少なくとも１つのエ
ンティティ（４４）をさらに有し、
　前記方法は、前記ディレクトリ記憶装置が前記プロフィールを確認することを含み、こ
こで前記確認することは、前記移動端末装置にサービスが提供されるべきか、また該サー
ビスがどのようなサービスであるのかを確認することを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ネットワークがパケットデータ・ネットワークを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ネットワークは、前記パケットデータ・ネットワークとゲートウェイで結合される
セルラ・ネットワークを更に含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記移動端末装置は前記セルラ・ネットワーク内にあり、前記ディレクトリ記憶装置と
前記少なくとも１つの記憶装置とはパケットデータ・ネットワーク内にアドレスを有する
、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ディレクトリ記憶装置が提供する前記アドレスは、前記プロフィールに格納されて
いるアドレスである、請求項１２から１５のいずれかに記載の方法。
【請求項１７】
　前記移動端末装置が前記ネットワークへ登録する時に、前記ネットワークが、前記移動
端末装置に前記ディレクトリ記憶装置のアドレスを提供することを含む、請求項１１から
１６のいずれかに記載の方法。
【請求項１８】
　前記移動端末装置が前記ネットワークに登録することに応答して、前記ネットワークが
該移動端末装置を前記ディレクトリ記憶装置に登録することと；
　前記ディレクトリ記憶装置が、登録されているアクセス可能なアプリケーションレベル
のサービスの識別情報を前記移動端末装置に返すこと；
をさらに含む、請求項１１から１７のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
　前記ディレクトリ記憶装置が、前記少なくとも１つの移動端末装置の前記少なくとも１
つのサーバへのアクセスを制御するためにアクセス制御規則を適用することを更に含む、
請求項１１から１８のいずれかに記載の方法。
【請求項２０】
　ネットワークの伝送サービスに登録する手段と；
　前記伝送サービスへ登録することに応じて、前記ネットワークから、ディレクトリ記憶
装置（１０２）のアドレスを受信する手段と；
　前記ディレクトリ記憶装置と通信し、アプリケーションレベルのサービスを提供するサ
ーバ（５２）のアドレスを受信する手段と；
　前記アプリケーションレベルのサービスに登録する手段と；
を備える、移動端末装置（１２）。
【請求項２１】
　少なくとも１つの移動端末装置（１２）を伝送サービスへ登録する手段と；
　前記少なくとも１つの移動端末装置を伝送サービスへ登録することに応じて、該移動端
末装置のためにアプリケーションレベルのサービスを見つけるべく、ディレクトリ記憶装
置（１０２）へ発見サーバ要求を発行する手段と；
　前記ディレクトリ記憶装置から、アプリケーションレベルのサービスを提供しうるサー
バ（５２）のアドレスを含む発見サーバ応答を受信する手段と；
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　前記アドレスを前記移動端末装置へ送信する手段と；
を備える、ネットワーク要素。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
本発明は、移動端末装置がアプリケーション・レベル・サービスを取得できるパケットデ
ータ・ネットワーク内のサービス・プロバイダを特定し、アドレス指定する方法及びシス
テムに関する。
パケットデータ・ネットワーク・マップに接続されたセルラ・ネットワークのネットワー
ク・アーキテクチャを有するＩＰ経由音声（ＶｏＩＰ）ネットワークは、セルラ移動ネッ
トワークの数値に基づくアドレス指定をＩＰネットワーク等のパケットデータ・ネットワ
ークのユニバーサル・リソース・ロケータ（ＵＲＬ）等の英数字アドレス指定メカニズム
にマッピングする。そのようなシステムはＨ．３２３で特定され、ゲートキーパーを含ん
でいる。
【０００２】
移動端末装置がＶｏＩＰなどのアプリケーション・レベル・ネットワーク・サービスへア
クセスするために、ゲートキーパー発見メカニズムが提案されている。それらのメカニズ
ムの１つによって、移動端末装置はパケットデータ・ネットワークのサーバと活発に通信
し、それから利用可能なサービスを前記ネットワークのサーバにアクセスするマルチキャ
スト・プロービングを用いることにより取得できる。他のメカニズムでは、移動端末装置
は、それからアプリケーション・レベル・サービスを入手できるパケットデータ・ネット
ワークのサーバからの周期的アナウンスを特定するために前記ネットワークでの通信メッ
セージを監視し、サービスを利用できるというサーバからのアナウンスに応答して移動端
末装置は利用可能なサーバに登録する。移動端末装置がそれによりパケットデータ・ネッ
トワークにおいてサーバにより提供されるアプリケーション・レベル・サービスの場所を
取得できる前述のメカニズムは、移動端末装置にサービスを提供する利用可能なサーバの
数に比例して前記パケットデータ・ネットワーク経由の通信メッセージを増大させ、特に
通信メッセージが限られた帯域幅を有する移動パケットデータ・ネットワークを経由する
とき、望ましくないレベルに達する可能性がある。
【０００３】
サービス・ロケーション・プロトコル（ＳＬＰ）は、動的ホスト構成プロトコル（ＤＨＣ
Ｐ）を用いることにより発見され得るネットワークにおけるエージェントを定義する。端
末装置がパワーアップしてＤＨＣＰ手順を実行するとき、それはＤＨＣＰ発見メッセージ
でオプション７８を利用することにより、サービス・エージェントなどのＳＬＰエージェ
ントの場所を要求することがある。
【０００４】
図１は、汎用パケット無線システム（ＧＰＲＳ）１０のアーキテクチャを図解している。
ＧＰＲＳ１０は、パケットデータ送信の無線送信をサポートするエンティティを有する。
コンピュータ１４に接続されることのある複数の移動端末装置１２は、送信装置２０及び
コントローラ２２を包含する基地局１８と無線通信１６で通信する。各基地局は移動交換
センター（ＭＳＣ）及びビジティング・ロケーション・レジスタ（ＶＬＲ）２４と関連し
ており、移動端末装置１２はネットワークにおいて起動したときにそこに登録される。基
地局１８、ＭＳＣおよびＶＬＲ２４は、ＧＳＭ（移動通信用広域システム）ネットワーク
仕様に準拠することができる。ＧＰＲＳ１０は、複数のサービング汎用パケット無線シス
テム支援ノード（ＳＧＳＮ）２８を包含する基盤２６を有し、これは、ユーザーがＧＰＲ
Ｓネットワークに接続することを望むときに移動端末装置を確認する機能を実行すると共
に、そのようなトラフィックをＩＰとして伝えるためにＧＰＲＳセッションをセットアッ
プするノードとして作用する。
【０００５】
ＧＰＲＳ基盤２６は更にバックボーン・ネットワーク３０を包含しており、これはＧＰＲ
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Ｓ基盤２６のいろいろなエンティティに有線相互接続を提供する。ＧＰＲＳ基盤２６は、
更に、少なくとも１つのゲートウェイ汎用パケット無線システム支援ノード（ＧＧＳＮ）
３２を包含しており、これは外部データ・ネットワーク３４にゲートウェイ機能を提供し
、このネットワークは、限定無しに、それから移動端末装置１２がサービスにアクセスで
きるインターネット又はＸ．２５データネットワークであって良い。ＧＧＳＮ３２と外部
ネットワーク３４との間にファイアウォール３６を設けることができる。更に、少なくと
も１つのゲートウェイ３７は、ファイアウォール４０を介してＧＰＲＳ基盤２６と他のＧ
ＰＲＳオペレータ３８との間にゲートウェイ・サービスを提供する。ＧＰＲＳ１０は公知
のデザインのＳＳ７ネットワーク４２を含んでおり、これは、限定無しに、異なる移動局
１２相互間などの、ネットワークのいろいろなエンティティ間の通信の確立をサポートす
る。ホーム・ロケーション・レジスタ（ＨＬＲ）４４は、ＧＳＭシステムにおいてＨＬＲ
により実行される種類の機能を提供する。更に、ＧＧＳＮ３２を介して複数の会社エンテ
ィティに接続するインターネット等の他のデータ・ネットワーク４６は、ルータ４８を介
して、会社サーバ５０を含むローカルエリアネットワークに接続する。
【０００６】
ＧＰＲＳ１０は少なくとも１つの移動サービス提供サーバ５２を含むことがあり、これは
、限定無しに、コール処理サーバ（ＣＰＳ）、ストリーミング・サーバ、或いはアプリケ
ーション・サーバ等の少なくとも１つのホスト・アプリケーション・レベル・サービス・
エンティティであり得る。ＣＰＳは、特に、ＶｏＩＰコールのセットアップ、制御及び破
壊の機能を実行する。ストリーミング・サーバは、パケットデータ・ネットワークから映
画、オーディオ或いはその他の情報再生を要求に応じて提供する機能を実行する。アプリ
ケーション・サーバは、移動端末装置１２がサポートできない機能か、或いは移動サーバ
のために実行する機能を実行する。
【０００７】
ＧＰＲＳ１０は、移動端末装置のためのアプリケーション・レベル・サービスを取得する
ために移動端末装置による発見及び少なくとも１つの移動サービス提供サーバ５２への登
録に関する上記の欠陥から損害を被る。移動端末装置１２がそれにより少なくとも１つの
移動サービス提供サーバ５２からアプリケーション・レベル・サービスを取得する能動的
な或いは受動的な発見手法は、利用できる帯域幅が限られているということを考慮すると
、ＧＰＲＳ１０に対して望ましくない通信で負担をかけ、負担をかけすぎる。
【０００８】
（発明の開示）
本発明は、それから移動端末装置がアプリケーション・サービスを取得できるサーバ等の
少なくとも１つのサービス提供エンティティのアドレスを蓄積する少なくとも１つの記憶
装置のアドレスをパケットデータ・ネットワークの移動端末装置に提供するネットワーク
及び方法である。本発明に従って、広告サーバとして実現され得るディレクトリ記憶装置
は、移動端末装置がそれから多様なアプリケーション・レベル・サービスを取得できる少
なくとも１つの移動サービス提供サーバのアドレスをネットワーク内の移動端末装置に提
供する。広告サーバは、複数の移動端末装置がそれに登録してアプリケーション・レベル
・サーバをそれから取得できるネットワーク内のサーバのアドレスの貯蔵所である。移動
端末装置が、移動端末装置により使用される少なくとも１つの移動サービス提供サーバの
アドレスを前記ディレクトリ記憶装置から取得すると、前記移動端末装置は、前記移動端
末装置が利用できる特定のアプリケーション・サービスを更に発見するために各移動サー
ビス提供サーバと通信する。
【０００９】
ネットワークは特定のアクセス制御規則に従って動作し、例えば、それに限定はされない
けれども、移動端末装置の識別情報、前記移動端末装置が移動サービス提供サーバから取
得することを望んでいるサービスの好み、使用されるべきローミング・プロトコル、或い
は例えば個々のサーバにかかっている負荷等を含む現行のネットワーク条件、或いはアク
セスを制御するための根拠として使用されることが望まれている他の種類の条件等の、特
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定の条件に基づいて移動サービス提供サーバの少なくとも１つのサービスを移動端末装置
が利用できる。ディレクトリ記憶装置はサービス・エージェントとしてのサービス・ロケ
ーション・プロトコル（ＳＬＰ）に従って実現されうる。しかし、ＤＨＣＰが利用できな
くてマルチキャストに基づくアプローチが望ましくないときのそのようなエージェントの
発見は本発明により処理され、本発明では、ディレクトリ記憶装置のアドレスが移動端末
装置にそのネットワーク登録時に提供される。しかし、本発明はＳＬＰ及び／又は動的ホ
スト制御プロトコルには限定されない。
【００１０】
移動端末装置は、起動時に、ネットワークに登録し、それは２つのサービス登録プロセス
のいずれかで実行され得る。ディレクトリ記憶装置のアドレスは、アプリケーション・レ
ベル・サービス登録がその２つのサービス登録プロセスのいずれかで行われる前に要求さ
れる。登録プロセスは、移動端末装置が接続及び伝送サービスのために周知のセルラ・ネ
ットワーク又は他の公知のネットワーク登録原理に従ってネットワークに登録をする第１
部分を含んでおり、第２部分では、限定無しにＶｏＩＰ又は他の何らかのアプリケーショ
ン・レベル・サービスであるサービス登録と以降は称されるアプリケーション・レベル・
サービスを取得するために登録する。
【００１１】
ある種のサービス登録プロセスは別個サービス登録プロセスと称され、そのプロセスでは
、ネットワークがディレクトリ記憶装置のアドレスを端末装置に供給し、もう１つの種類
の登録プロセスは統合サービス登録プロセスと称され、そのプロセスの間にネットワーク
登録が首尾良く行われた後にネットワーク自体が移動端末装置と通信してその端末装置の
ために利用可能なサーバに登録する。統合サービス登録プロセスでは、ネットワークは、
登録されているサービスのリストと、それからサービスを取得できるサーバのアドレスと
を移動端末装置に返すが、そのアドレスはネットワークの個々の移動サービス提供サーバ
のＵＲＬであって良い。その後、移動端末装置は、ＵＲＬ又はネットワーク内の移動サー
ビス提供サーバ・エンティティの他のアドレスで移動サービス提供サーバをアドレス指定
することにより取得できる利用可能なサービスのリストを蓄積する。移動端末装置は、無
線パケットデータ通信を使用して、前述した登録プロセスのうちの１つを介して得たアド
レスによりアクセスできる移動サービス提供サーバと通信する。
【００１２】
ネットワークへの登録手順は公知のＧＰＲＳアタッチ手順であって良く、サービス登録手
順は、問題の移動サービス提供サーバがＨ．３２３プロトコル支援を伴うＶｏＩＰサーバ
であるならば、Ｈ．３２３登録メッセージに従うことができる。
【００１３】
ネットワークは、ディレクトリ記憶装置のアドレスを提供する必要がある。統合サービス
登録プロセスが利用されるときには、ネットワークは、移動端末装置によるネットワーク
登録が成功したならば移動端末装置のためにサービス登録を実行しなければならない。端
末装置によるネットワーク登録要求に応答して、それはＧＰＲＳアタッチ処理手順であり
得るが、ネットワークは、端末装置にアクセスできるサーバへのサービス登録を実行し、
サービスを取得すべき時に移動端末装置が使用できる適当な属性（例えば、ＶｏＩＰサー
バが多数共同会議をサポートするか否かなどの、それらの能力）とともにそれらのサーバ
のアドレスを返すことができる。サービス登録手順は、ＧＰＲＳセッション確立手順に先
んじて良いけれども、このセッション確立手順は、サービス登録メッセージが確立された
ＰＤＰセッション上を搬送できるようにＰＤＰ文脈確立メッセージ（ＰＤＰ文脈起動は、
移動局がＧＰＲＳネットワークでパケットデータを送受信することを可能にする）を用い
て確立される。ＰＤＰセッションは、サービス登録メッセージがＰＤＰセッション上を搬
送される前に確立されなければならない。しかし、別個サービス登録プロセスが利用され
るならば、ネットワークはディレクトリ記憶装置のアドレスを返しさえすればよい。
【００１４】
ディレクトリ記憶装置の機能は、利用可能な移動サービス提供サーバのアドレスを移動端
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末装置に提供することである。別個サービス登録プロセスにおいては、ディレクトリ記憶
装置は、移動端末装置からのサービス登録要求を処理して、例えば端末装置の好み、ユー
ザーの別名、その利用についてのネットワークの状態、サーバ利用についてのサーバ状態
などのいろいろな条件に基づいてアクセス制御規則を適用し、その移動端末装置がアクセ
ス可能なアドレスのみを前記移動端末装置に提供する。ディレクトリ記憶装置は、ネット
ワーク内の他のエンティティから要求された選択的サービス登録を完了するために使用さ
れる処理基準を取得できる。更に、ディレクトリ記憶装置は、移動サービス提供サーバの
アドレスを提供するほかに、移動サービス提供サーバのアドレス・サーバ支援ＶｏＩＰ、
コール転送、多数共同通話等の能力及び機能を構成するサービス属性を返すこともできる
。
【００１５】
本発明の１つの形態はネットワークである。複数の移動端末装置がネットワークを介して
伝送される情報を送受信する。少なくとも１つの記憶装置がネットワークに結合され、そ
れはサービスを移動端末装置に提供し、前記複数の移動端末装置によりアクセス可能であ
る。ディレクトリ記憶装置は前記複数の移動端末装置に結合され、それは、少なくとも１
つの記憶装置のアドレスを蓄積すると共に、通信メッセージに応答して少なくとも１つの
記憶装置のうちの少なくとも１つのアドレスを、それと前記移動端末装置のうちの少なく
とも１つが通信してそれからサービスを取得できる前記移動端末装置のうちの少なくとも
１つに提供する。ネットワークはパケットデータ・ネットワークからなることができる。
ネットワークはゲートウェイで結合されたパケットデータ・ネットワーク及びセルラ・ネ
ットワークからなることができる。移動端末装置はセルラ・ネットワーク内にあり、ディ
レクトリ記憶装置及び少なくとも１つの記憶装置はパケットデータ・ネットワークのアド
レスを有することができる。
【００１６】
前記ネットワークは、各端末装置のプロフィールを蓄積する少なくとも１つのエンティテ
ィを含む。これらの端末装置は、ネットワークでの起動時に前記ネットワークに登録をす
る。ディレクトリ記憶装置は、サービスを提供する各記憶装置のアドレスを提供するが、
これらのアドレスは、前記少なくとも１つのエンティティの前記プロフィールに格納され
ており、前記登録が完了した端末が、サービスへのアクセスに使用しうるものである。前
記少なくとも１つのエンティティは、ホーム・ロケーション・レジスタであって良い。ネ
ットワークは、各々の移動端末装置の起動と前記ネットワークへの登録時にディレクトリ
記憶装置のアドレスを複数の移動端末装置の各々に提供する。各移動端末装置は起動時に
ネットワークに登録し、移動端末装置の登録に応答してネットワークは各々の起動した移
動端末装置をディレクトリ記憶装置に登録し、前記ディレクトリ記憶装置は利用可能な登
録サービスの識別情報を将来のアクセスのために登録サービスの識別情報を蓄積している
各移動端末装置に返す。ディレクトリ記憶装置は、少なくとも１つの移動端末装置の少な
くとも１つの記憶装置へのアクセスを制御するためにアクセス制御規則を適用する。
【００１７】
本発明は、複数の移動端末装置にサービスを提供する方法でもある。前記方法はネットワ
ークにおいて実行され、そのネットワークは、前記ネットワークを介して伝送される情報
を送受信する複数の移動端末装置と、その複数の移動端末装置がアクセスでき、前記移動
端末装置にサービスを提供する少なくとも１つの記憶装置とを有する。ディレクトリ記憶
装置はその複数の移動端末装置に結合され、それは、前記移動端末装置がそれからサービ
スを取得できる少なくとも１つの記憶装置のアドレスを蓄積する。前記ネットワークでの
通信に応答して、少なくとも１つの記憶装置のアドレスが少なくとも１つの移動端末装置
に提供され、それから少なくとも１つの移動端末装置はサービスを取得できる。少なくと
も１つの移動端末装置は、少なくとも１つの記憶装置のアドレスに通信メッセージを送っ
て、アドレス指定された記憶装置が前記通信メッセージを送った少なくとも１つの端末装
置にサービスを提供するように要求する。前記ネットワークはパケットデータ・ネットワ
ークからなることができる。前記ネットワークは、共にゲートウェイに結合されたパケッ
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トデータ・ネットワーク及びセルラ・ネットワークからなることができる。移動端末装置
はセルラ・ネットワーク内にあって良く、ディレクトリ記憶装置及び少なくとも１つの記
憶装置はパケットデータ・ネットワーク内にアドレスを有することができる。
【００１８】
前記ネットワークは、各端末装置のプロフィールを蓄積する少なくとも１つのエンティテ
ィを含む。これらの端末装置は、ネットワークでの起動時に前記ネットワークに登録をす
る。ディレクトリ記憶装置は、サービスを提供する各記憶装置のアドレスを提供するが、
これらのアドレスは、前記少なくとも１つのエンティティの前記プロフィールに格納され
ており、前記登録が完了した端末が、サービスへのアクセスに使用しうるものである。前
記少なくとも１つのエンティティは、ホーム・ロケーション・レジスタであって良い。ネ
ットワークは、各移動端末装置の起動と前記ネットワークへの登録時に、複数の移動端末
装置の各々にディレクトリ記憶装置のアドレスを提供する。各移動端末装置は起動時にネ
ットワークに登録し、移動端末装置の登録に応答して前記ネットワークは各々の起動した
移動端末装置をディレクトリ記憶装置に登録し、前記ディレクトリ記憶装置は、利用可能
な登録サービスの識別情報を、将来のアクセスのために登録サービスの識別情報を蓄積し
ている各移動端末装置に返す。ディレクトリ記憶装置は、少なくとも１つの移動端末装置
の少なくとも１つの記憶装置へのアクセスを制御するためにアクセス制御規則を適用する
。
全図において同様な参照数字は同様の部分を特定する。
【００１９】
（発明を実施するための最良の形態）
図２は、本発明によるＧＰＲＳネットワークの第１の実施の形態１００を図解している。
しかし、本発明がＧＰＲＳネットワーク・アーキテクチャに限定されないことを理解され
たい。実施の形態１００は、複数の移動端末装置１２に結合された利用可能な移動サービ
ス提供サーバ５２のディレクトリ記憶装置を提供するために、少なくとも１つの広告サー
バ１０２がＧＰＲＳ基盤２６に結合されている点において、図１の従来技術とは異なって
いる。移動端末装置１２は、ネットワークに登録されたとき、それからアプリケーション
・サービスを取得できる少なくとも１つの移動サービス提供サーバ５２のアドレスを蓄積
できる。移動サービス提供サーバ５２は、移動端末装置に提供されるアプリケーション・
サービスの記憶装置及び源泉として機能する。
【００２０】
ディレクトリ記憶装置は、ネットワークにおける通信メッセージに応答して少なくとも１
つの移動サービス提供サーバ５２の少なくとも１つのアドレスを提供し、複数の移動端末
装置がこのサーバと通信をしてアプリケーション・レベル・サービスをそれから取得でき
る。広告サーバ１０２は移動ネットワークにおいてアプリケーション・レベル・サービス
を移動端末装置に提供するために利用できる前記ネットワーク内の複数の移動サービス提
供サーバ５２のアドレスの記憶装置又は貯蔵所として機能する。移動サービス提供サーバ
５２は、移動端末装置がサービスをサポートしないか、或いは、例えば、それに限定はさ
れないけれども、ＶｏＩＰなどの呼び出し提供サービス、ストリーミング・サーバ、アプ
リケーション・サーバなどのアプリケーション・レベル・サービスを取得することを望ん
でいる結果として、移動端末装置１２に多様なホスト・アプリケーション・レベル・サー
ビスを提供することができる。
【００２１】
移動端末装置１２は、サービス品質及びセキュリティなどの組み合わせネットワーク伝送
サービスとＨ．３２３などのアプリケーション・レベル制御プロトコル及びセッション開
始プロトコル（ＳＩＰ）を含むＶｏＩＰサービスを移動サービス提供サーバ５２から取得
できる。ＧＰＲＳ１００は、ＣＰＳなどの移動サービス提供サーバ５２であるアプリケー
ション・レベル・サービス・エンティティを広告し、そのホストとして働き、多数のサー
ビスをサポートするために移動サービス提供サーバにより提供される必要なネットワーク
・レベル能力を移動端末装置１２に提供する。アプリケーション・レベル・サービスを移
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動端末装置１２に提供する機能は、利用可能なサービスの効率的広告及び発見により左右
される。
【００２２】
各移動端末装置１２は、伝送サービスのためのネットワーク登録後に広告サーバ１０２の
アドレスを発見する。移動端末装置１２が広告サーバ１０２のアドレスを取得すると、前
記移動端末装置の識別情報及び好み、使用されるべきローミング・プロトコル、或いは例
えば個々のサーバへの負荷を含む現行のネットワーク条件等の条件に左右される、移動端
末装置が利用できるサービスを定義する無制限の又は規定の制御規則を用いることにより
、移動端末装置は広告サーバ１０２と通信して、利用可能なサービスを発見する。広告サ
ーバ１０２は、サービス・エージェントとしてのＳＬＰに従って実現され得る。
【００２３】
移動端末装置１２がネットワークに登録をするとき、ネットワークは、少なくとも１つの
移動サービス提供サーバ５２から利用できるアプリケーション・レベル・サービスを発見
するために前記移動端末装置が連絡を取るべき少なくとも１つの広告サーバ１０２のアド
レスを提供する。登録は、周知の接続及び伝送サービスのためのネットワークへの端末装
置登録と、例えばＶｏＩＰ等のサービスを取得するために移動サービス提供サーバ５２に
より提供されるアプリケーション・レベル・サービスを取得するための端末装置サービス
登録とから成る。少なくとも１つの移動サービス提供サーバ５２へのアプリケーション・
レベル・サービス登録が行われる前に、広告サーバ１０２のアドレスが要求される。
【００２４】
アプリケーション・レベル・サービス登録は、広告サーバに通信メッセージを提供する移
動端末装置内のインテリジェンス／アプリケーション層により実現でき（別個登録）、以
下で図３を参照して説明される、広告サーバ１０２のアドレスをネットワークが供給する
別個登録プロセスであるか、又は、以下で図４を参照して説明される統合登録プロセスで
あり、統合登録プロセスでは、ネットワークは、広告サーバと通信して、それからアプリ
ケーション・サービスを取得できる少なくとも１つの移動サービス提供サーバ５２への登
録を移動端末装置１２のために実行する。ネットワークは、移動サービス提供サーバ５２
へのサービス登録が完了した後、登録されているサービス及びアドレスのリストを移動端
末装置１２へ送り、それから登録サービスを取得できる。両方のサービス登録プロセスの
もとで、移動端末装置１２は、移動サービス提供サーバ５２から取得できる利用可能なサ
ービスのアドレス及びリストを蓄積する。移動サービス提供サーバ５２は、ＵＲＬを含む
パケットデータ・ネットワークで使用される任意のアドレス指定手法でアドレス指定され
得る。
ネットワーク登録は、周知のＧＰＲＳアタッチ手順に従って良く、サービス登録はＨ．３
２３登録メッセージを利用することができ、移動サービス提供サーバ５２はＵＲＬ等の適
当なアドレスによりアドレス指定される。
【００２５】
図３は別個登録プロセスを図解している。始めに、移動端末装置１２は通信メッセージ１
を発信するが、それはＳＧＳＮ２８のうちの１つに良く知られているＧＰＲＳに登録する
ためのＧＰＲＳアタッチ動作である。これに応答して、ＳＧＳＮ２８は通信メッセージ１
’を移動端末装置１２へ発信するが、それはＧＰＲＳアタッチ応答であり、それは、周知
のパラメータに加え、広告サーバ１０２のＵＲＬ（又は伝送アドレス）を含んでいる。そ
れに応答して、移動端末装置１２は、起動パケットデータ・プロトコル（ＰＤＰ）サービ
ス要求である通信メッセージ２を、サービス登録のためのセッションを確立するＧＧＳＮ
のうちの１つに発信する。ＧＧＳＮ３２は、それに応答して、起動ＰＤＰサービス応答（
ＰＤＰ起動は、パケットデータを送受信可能にするために必要である）である通信メッセ
ージ２’を移動端末装置１２へ発信する。これに応答して、移動端末装置１２は、それか
らアプリケーション・レベル・サービスを取得できるネットワーク内の少なくとも１つの
移動サービス提供サーバ５２のアドレスを含む利用可能なサービスを取得するために、以
前に確立されたＰＤＰセッションを使用して発見サーバ要求を広告サーバ１０２に送信す
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る。
【００２６】
通信メッセージ３ａによって広告サーバ１０２は、限定無しに図解されているようにホー
ム・ロケーション・レジスタ４４であるネットワーク・エンティティと交信し、移動端末
装置１２のサービス・プロフィールを確認する。この確認は、移動サービスが提供される
べきか、そしてそれはどのような移動サービスであるのかということを包含する。通信メ
ッセージ３ｂによって、ホーム・ロケーション・レジスタ４４は確認サーバ・プロフィー
ル応答メッセージを広告サーバ１０２に送信する。すると広告サーバ１０２は、発見サー
バ応答メッセージであるメッセージ３’で移動端末装置１２に応答し、それは、ネットワ
ーク内の移動端末装置が利用可能な移動サービス提供サーバ５２のアドレス（ＵＲＬ）を
含んでいる。このメッセージは、更に、限定無しに、移動サービス提供サーバ５２の各々
の能力集合を記述する利用可能なサービス属性を含む情報を包含することができる。移動
端末装置１２は通信メッセージ４を移動サービス提供サーバ５２に送るが、それは、発見
されたサービスへのアプリケーション・レベル登録を確認する登録サーバ要求である。移
動サービス提供サーバ５２は登録サーバ応答である通信メッセージ４’を移動端末装置１
２に送る。限定無しに、描かれているプロセスの場合のように、移動サービス提供サーバ
５２がＣＰＳである場合には、移動端末装置１２はコール・セットアップ通信メッセージ
である通信メッセージ５を送信する。コール・セットアップ通信メッセージ５は公知の手
順に従う。
【００２７】
少なくとも１つの移動サービス提供サーバ５２から取得される、図３にＶｏＩＰコールと
して描かれているサービスは、ＣＰＳから取得されるものであるが、任意のアプリケーシ
ョン・レベル・サービスであって良い。利用可能なアプリケーション・レベル・サービス
の無限定の例は、ＣＰＳサービス、ストリーミング・サーバにより提供されるサービス、
或いは移動端末装置１２が支援できないか或いはネットワーク内の移動サービス提供サー
バ５２から取得することを希望するアプリケーション・サーバ提供機能である。
【００２８】
図４は、統合サービス登録プロセスを実行する図２の実施の形態の動作を図解している。
メッセージ１は、移動端末装置１２からＳＧＳＮ２８に送られるＧＰＲＳアタッチ・メッ
セージである。ＳＧＳＮ２８は、移動端末装置１２の同一性を確認し、その移動端末装置
の登録を認めるか否かを決定する。もし登録が認められれば、ＳＧＳＮ２８は発見サーバ
要求２を広告サーバ１０２へ発信する。発見サーバ要求は、移動端末装置のために利用可
能な全てのアプリケーション・レベル・サービスを発見することを意図したものである。
広告サーバ１０２は、メッセージ２ａでＨＬＲ４４と通信して、ホーム・ロケーション・
レジスタ４４に蓄積されている移動端末装置のサービス・プロフィールを確認する。それ
から、ホーム・ロケーション・レジスタ４４は確認サーバ・プロフィール応答である通信
メッセージ２ｂで応答する。また、ＳＧＳＮ２８が広告サーバ１０２の代わりにサービス
・プロフィールを確認することができる。広告サーバ１０２はＳＧＳＮ２８に属すること
のできる論理的エンティティであることを理解されたい。広告サーバ１０２は、ネットワ
ーク内の利用可能な移動サービス提供サーバ５２のアドレスを含む発見サーバ応答メッセ
ージである通信メッセージ２’でＳＧＳＮ２８と通信する。ＳＧＳＮ２８は、登録サーバ
要求である通信メッセージ３で応答する。ＳＧＳＮ２８がパケット送受信の能力を持って
いるとしても、登録サーバ要求がネットワーク導入ＰＤＰ文脈アプリケーションに先行さ
れ得ることに注意すべきである。周知のＰＤＰ文脈起動は、ＰＤＰ文脈起動が首尾良く行
われた後にだけ移動端末装置１２が取得できるパケット・アドレス（ＩＰアドレス）がサ
ービス登録に必要であることを考慮すると、必要である。
【００２９】
移動サービス提供サーバ５２は通信メッセージ３’でＳＧＳＮ２８と通信するが、それは
、利用可能な移動サービス提供サーバ５２からサービス登録を確認する登録サーバ応答で
ある。ＳＧＳＮ２８は、利用可能な移動サービス提供サーバ５２のＵＲＬを含むＧＰＲＳ
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アタッチ応答である通信メッセージ４で移動端末装置１２と通信する。移動端末装置１２
は、シグナリングの目的でＰＤＰ文脈起動メッセージである通信メッセージ５をゲートウ
ェイ支援ノード３２へ発信する（図４にＰＤＰ＿ｓｉｇとして描かれている）。ＧＧＳＮ
３２は起動ＰＤＰ＿ｓｉｇ応答である通信メッセージ５’をＳＧＳＮ２８に送り、それは
、そこから移動端末装置１２に送られる。ＰＤＰ＿ｓｉｇ及びＰＤＰ＿ｓｖｃは、本質的
には周知のＰＤＰ文脈起動メッセージであり、それぞれシグナリング及びサービス登録メ
ッセージの伝送に使われる。移動端末装置１２はコール・セットアップ・メッセージであ
る通信メッセージ６を移動サービス提供サーバ５２に送る。しかし、本発明はコール・セ
ットアップ目的でＣＰＳとして機能する移動サービス提供サーバ５２には限定されないこ
とを理解されたい。
【００３０】
図５は、本発明の第２の実施の形態２００を示す図である。第２の実施の形態２００は公
知の設計のセルラ・ネットワーク２０２からなっており、それは、複数の移動端末装置１
２とホーム・ロケーション・レジスタ（ＨＬＲ）４４とを有するＧＳＭネットワークであ
って良い。ＧＳＭシステム又はその他のセルラ・システムにおける他の周知のネットワー
ク・エンティティは、この実施の形態の説明を簡単にすると共に、本発明のこの実施の形
態を理解するためにはそれらは不要であるという理由から、示されていない。セルラ・ネ
ットワーク２０２はゲートウェイ２０６を介して公知の設計のパケットデータ・ネットワ
ーク２０４に接続されており、それは、限定無しに、無線アプリケーション・プロトコル
（ＷＡＰ）ゲートウェイであって良い。移動端末装置１２は、移動サービス提供サーバ５
２のアドレスを広告サーバ１０２から取得するために、本発明の第１の実施の形態１００
に関連して既述したのと同じ種類の通信メッセージを使って移動サービス提供サーバ５２
と通信する。ゲートウェイ２０６は、セルラ・ネットワーク２０２内の移動端末装置１２
により利用されるアドレス指定を、エンティティがＵＲＬ又はその他のアドレス指定手法
によりアドレス指定されるパケットデータ・ネットワークの英数字に基づくアドレス指定
にマッピングする。
【００３１】
移動端末装置１２から移動サービス提供サーバ５２及び広告サーバ１０２への通信メッセ
ージは、第１の実施の形態１００に類似している。実施の形態１００及び２００の差異は
、移動端末装置によるセルラ・ネットワーク２０２における通信メッセージの最初の生成
が、第１の実施の形態のようにＵＲＬアドレス指定に基づいていないことである。セルラ
・ネットワーク２０２及びパケットデータ・ネットワーク２０４間のアドレス・マッピン
グの付加的機能は、ゲートウェイ２０６により実行される。
【００３２】
第２の実施の形態２００において、第１の実施の形態と同じ全体としての機能は次のよう
に行われる。即ち、セルラ・ネットワーク２０２への登録の直後に、端末装置１２は、第
１の実施の形態に関連して既述したのと同様に広告サーバ１０２との通信により１つ又は
それ以上の移動サービス提供サーバ５２に登録をする。
【００３３】
２つの実施の形態に関して本発明を説明したけれども、それは特定のネットワーク・アー
キテクチャには限定されないことを理解されたい。更に、移動サービス提供サービス５２
により移動端末装置１２に提供されるサービスは種々のアプリケーション・サービスのう
ちの任意の種類のものであって良く、以上で提示した例は、単にその例示であるに過ぎな
いことを理解されたい。
【００３４】
好ましい実施の形態に関して本発明を説明したけれども、本発明の範囲から逸脱すること
なく、それに数々の修正を加え得ることが理解されるべきである。そのような修正は全て
、添付されている請求項の範囲に属するべきことが意図されている。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ＧＰＲＳの従来技術を示す図である。
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【図２】　ＧＰＲＳにおける本発明によるネットワークの第１の実施の形態を示す図であ
る。
【図３】　図２の実施の形態における別個サービス登録プロセスの動作例を示す図である
。
【図４】　図２の実施の形態における統合サービス登録プロセスの動作例を示す図である
。
【図５】　本発明によるネットワークの第２の実施の形態を示す図である。

【図１】 【図２】
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