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(57)【要約】
マルチメディアリングバックトーンを使用して電子商取
引サービスを提供する通信ネットワークおよび関連する
方法が開示される。本発明の通信ネットワーク１００は
、ネットワークノード１０１と、マルチメディアコール
システム１０２とを含む。ネットワークノード１０１は
、発呼者１１２から被呼者１２２へのコールを受信して
、コールをマルチメディアコールシステムに経路指定す
る。マルチメディアコールシステムは、電子商取引実体
に関する広告を含むコール向けのマルチメディアリング
バックトーンを識別して、マルチメディアリングバック
トーンを発呼者に提供する。マルチメディアコールシス
テムは、次いで、マルチメディアリングバックトーンで
示された電子商取引実体と電子商取引セッションを開始
するための要求を受信して、要求に応答して、コールを
電子商取引実体の電子商取引サーバ１０８に経路指定す
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチメディアリングバックトーンを使用して電子商取引サービスを提供するための通
信ネットワーク（１００）であって、
　マルチメディアコールシステム（１０２）と、
　発呼者（１１２）から被呼者（１２２）へのコールを受信して、該コールを該マルチメ
ディアコールシステムに経路付けるように構成されたネットワークノード（１０１）とを
含み、
　該マルチメディアコールシステム（１０２）が、該コール向けのマルチメディアリング
バックトーンを識別して、該発呼者が該被呼者によって該コールが応答されるのを待つ間
、該マルチメディアリングバックトーンを該発呼者に提供するように構成され、
　該通信ネットワーク（１００）が、
　　電子商取引実体に関する広告を含むマルチメディアリングバックトーンを提供し、
　　該マルチメディアリングバックトーンで示された該電子商取引実体との電子商取引セ
ッションを開始するための要求を受信し、
　該要求に応答して、該電子商取引実体の電子商取引サーバ（１０８）に該コールを経路
指定する
ようにさらに構成されている該マルチメディアコールシステム（１０２）を特徴とする、
通信ネットワーク（１００）。
【請求項２】
　該マルチメディアリングバックトーンが、少なくとも音声部分とビデオ部分とを含み、
該音声部分が音楽、歌、サウンドクリップ、音声メッセージ、または事前録音された挨拶
のうちの少なくとも１つを含み、該ビデオ部分が動画画像、ビデオクリップ、映画、また
はデジタル画像のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の通信ネットワーク（１
００）。
【請求項３】
　該マルチメディアリングバックトーンが、該マルチメディアコールシステム（１０２）
上にローカルに記憶され、該マルチメディアコールシステムによって該発呼者（１１２）
に提供される、請求項１に記載の通信ネットワーク（１００）。
【請求項４】
　該マルチメディアリングバックトーンが該マルチメディアコールシステム（１０２）か
ら遠隔のサーバ（３０９）に記憶され、該マルチメディアコールシステムによる要求に応
答して、該遠隔サーバによって該発呼者（１１２）に提供される、請求項１に記載の通信
ネットワーク（１００、３００）。
【請求項５】
　該ネットワークノード（１０１）が、該被呼者（１２２）に該コールをセットアップす
ることを試みる前に、ある期間待つようにさらに構成される、請求項１に記載の通信ネッ
トワーク（１００）。
【請求項６】
　該通信ネットワーク（１００）が、無線ネットワーク、有線ネットワーク、またはＩＭ
Ｓネットワークのうちの１つを含む、請求項１に記載の通信ネットワーク（１００）。
【請求項７】
　マルチメディアリングバックトーンを使用して電子商取引サービスを提供するために通
信ネットワークを操作する方法であって、
　発呼者から被呼者へのコールを受信することと、
　該コール向けのマルチメディアリングバックトーンを識別することと、
　該発呼者が該被呼者によって該コールが応答されるのを待つ間、該マルチメディアリン
グバックトーンを該発呼者に提供することと
を含み、
　電子商取引実体に関する広告を含む該マルチメディアリングバックトーンを該発呼者に
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提供し、
　該マルチメディアリングバックトーンで示された該電子商取引実体との電子商取引セッ
ションを開始するための要求を受信し、
　該要求に応答して、該電子商取引実体の電子商取引サーバに該コールを経路指定する
　ことを特徴とする、方法。
【請求項８】
　該マルチメディアリングバックトーンが、少なくとも音声部分とビデオ部分とを含み、
該音声部分が、音楽、歌、サウンドクリップ、音声メッセージ、または事前録音された挨
拶のうちの少なくとも１つを含み、該ビデオ部分が、動画画像、ビデオクリップ、映画、
またはデジタル画像のうちの少なくとも１つを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　該通信ネットワークが、無線ネットワーク、有線ネットワーク、またはＩＭＳネットワ
ークのうちの１つを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　該コールを該被呼者にセットアップすることを試みる前に、ある期間待つこと
　をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信ネットワークの分野に関し、特に、マルチメィデリングバックトーンを使
用して電子商取引セッションを開始することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　発呼者が被呼者にコールを行う場合、被呼者がコールに応答するのを待つときに発呼者
が聞く音はリングバックトーンと呼ばれる。その上でコールが行われる通信ネットワーク
は、通常、リンギング音（ｒｉｎｇｉｎｇ　ｓｏｕｎｄ）であるリングバックトーンを発
呼者に提供する。サービスプロバイダの現在の傾向は、その加入者にカスタマイズされた
リングバックトーンを提供することである。カスタマイズされたリングバックトーンは、
伝統的なリンギング音の代わりにまたはそれに加えて通信ネットワークがリングバックト
ーンとして再生する音楽、歌、サウンドクリップ、音声メッセージ、事前録音された挨拶
などを含み得る。カスタマイズされたリングバックトーンは、電話リストまたは排除リス
トなど、発呼者の特定のディレクトリ番号と関連づけられることが可能である。加入者は
また、時間、曜日、発呼者、などに基づいて、リングバックトーンに関していつ、誰に、
または何が再生されるかの条件を設定することも可能である。カスタマイズされたリング
バックトーンは、サービスプロバイダに高い収益を生み出している。
【０００３】
　マルチメディア電話（例えば、無線ハンドセット、広帯域有線電話セット、ＳＩＰ電話
など）の出現は、発呼者へのマルチメディアリングバックトーンとしてテキスト、動画画
像、音声／ビデオクリップなどを可能にする。加入者はマルチメディアリングバックトー
ンとして選択された画像またはビデオクリップを定義して、それらを通信ネットワークに
記憶することができる。発呼者が加入者を呼び出す場合、通信ネットワークは、加入者に
よって定義されたマルチメディアリングバックトーンプロファイルに基づいて発呼者に選
択された画像またはビデオクリップを再生する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　通常のコールサービスおよびマルチメディアコールサービスは両方とも、ビジネス用途
に使用され得る。例えば、通信ネットワークは、リングバックトーンとして会社のテーマ
音楽を再生することが可能である。通信ネットワークは、通常のリングバックトーンまた
はマルチメディアリングバックトーンとしてその他のマーケィング情報を再生することが
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可能である。残念ながら、サービスプロバイダは、発呼者と一定の電子商取引実体の間の
電子商取引を促すためにマルチメディアリングバックトーンを効率的に使用していない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、マルチメディアリングバックトーンを使用して電子商取引実体に関する広告
を提供し、発呼者による要求に応答して、電子商取引実体との電子商取引セッションを開
始することによって、先行通信ネットワークおよび方法に利点を提供する。通信ネットワ
ークは、発呼者に電子商取引実体の広告を提供するために、コールを行う時と、被呼者が
コールに応答するまでの間のむだ時間（ｄｅａｄ　ｔｉｍｅ）をうまく利用する。発呼者
が、自らが購入することを希望するプロダクトまたはサービスを識別する場合、発呼者は
コールを中断して、広告された電子商取引実体へのアクセスを要求することができる。要
求に応答して、通信ネットワークは、発呼者が所望されるプロダクトまたはサービスを購
入することを可能にするために、コールを選択された電子商取引実体の電子商取引サーバ
に経路指定する。通信ネットワークを運営するサービスプロバイダは、電子商取引実体の
ために、そのうちのいくつかがサービスプロバイダと共有され得る追加の収益を有利に生
み出すことができる。
【０００６】
　本発明の一実施形態では、通信ネットワークは、ネットワークノードと、マルチメディ
アコールシステムとを含む。ネットワークノードは、発呼者から被呼者へのコールを受信
して、そのコールをマルチメディアコールシステムに経路指定するように構成される。マ
ルチメディアコールシステムは、マルチメディアリングバックトーンが電子商取引実体に
関する広告を含む、コール向けのマルチメディアリングバックトーンを提供して、発呼者
が被呼者によってコールが応答されるのを待つ間、マルチメディアリングバックトーンを
発呼者に提供するように構成される。マルチメディアコールシステムは、マルチメディア
リングバックトーンで示された電子商取引実体との電子商取引セッションを開始するため
の要求を受信して、要求に応答して、コールを電子商取引実体の電子商取引サーバに経路
指定するようにさらに構成される。
【０００７】
　本発明は、下で説明されるその他の例示的な実施形態を含むことも可能である。
【０００８】
　同じ参照番号は、すべての図面に関して同じ要素を表す。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１－図６および以下の説明は、本発明をどのように実行および利用するかを当業者に
教示するために、本発明の特定の例示的な実施形態を示す。発明の原理を教示する目的で
、本発明のいくつかの従来の態様は簡素化または省略されている。当業者は、これらの実
施形態から、本発明の範囲に包括される改変形態を理解されよう。当業者は、下で説明さ
れる特徴機能は、本発明の複数の改変形態を形成するために様々な方法で組み合わされ得
る点を理解されよう。結果として、本発明は、下で説明される特定の実施形態に限定され
ず、特許請求の範囲およびそれらの均等物によってのみ限定される。
【００１０】
　図１は、本発明の例示的な実施形態の例示的な通信ネットワーク１００を示す。通信ネ
ットワーク１００は、有線ネットワーク、ＩＰマルチメディア加入者（ＩＭＳ）ネットワ
ーク、または符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）
ネットワーク、移動体通信のためのグローバルシステム（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　
ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）（ＧＳＭ）ネットワーク、または
ユニバーサル移動体通信システム（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）（ＵＭＴＳ）ネットワークなどの無線ネットワ
ークを含み得る。通信ネットワーク１００は、（発呼装置１１０を介して）発呼者１１２
と（被呼装置１２０を介して）被呼者１２２の間に通信を提供するように構成される。装
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置１１０および１２０は、有線電話、無線（移動体）電話、ＰＤＡ、ＰＣ、ＶｏＩＰ電話
、ＳＩＰベースの電話など、任意の通信装置を含む。通信ネットワーク１００は、図１に
示されないその他のネットワーク、システム、または装置を含み得る。
【００１１】
　通信ネットワーク１００は、ネットワークノード１０１と、マルチメディアコールシス
テム１０２と、マルチメディアコールデータベース１０３とを含む。通信ネットワーク１
００はまた、電子商取引サーバ１０８を含むものとして、または通信ネットワーク１００
から遠隔で電子商取引サーバ１０８と通信するものとしても例示される。ネットワークノ
ード１０１は、任意のスイッチ、サーバ、またはコールのために発呼装置１１０としてサ
ービス提供するその他の装置を含む。例えば、ネットワークノード１０１は、有線ネット
ワーク内のスイッチまたは無線ネットワーク内の移動スイッチングセンター（ＭＳＣ）を
含み得る。マルチメディアコールシステム１０２は、通信ネットワーク１００に関してマ
ルチメディアリングバックトーンを処理する任意のシステムを含む。通信ネットワーク１
００は、カスタマイズされたマルチメディアリングバックトーンを可能にする。カスタマ
イズされたマルチメディアリングバックトーンは、被呼者１２２または被呼者１２２に関
連するその他の実体によって事前定義され得る。マルチメディアコールシステム１０２は
、被呼者１２２がマルチメディアリングバックトーンを事前定義することを可能にする機
構を提供することによって、カスタマイズされたマルチメディアリングバックトーンをマ
ルチメディアコールデータベース１０３またはその他のデータベースなどの中に記憶およ
び維持することなどによってなど、カスタマイズされたマルチメディアリングバックトー
ンを処理する。マルチメディアコールシステム１０２は、インテリジェントペリフェラル
（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）（ＩＰ）もしくはアプリケーション
サーバ（ＡＳ）など、通信ネットワーク１００に単一の、独立したサーバまたはシステム
を含むことが可能であり、あるいは通信ネットワーク１００内の複数のサーバ間またはシ
ステム間で分散されることも可能である。マルチメディアコールシステム１０２は、ネッ
トワークノード１０１に組み込まれることも可能である。
【００１２】
　マルチメディアコールデータベース１０３は、マルチメディアリングバックトーンに関
する情報を記憶するように構成された任意のデータベースを含む。マルチメディアリング
バックトーンに関する情報は、音声ファイル、ビデオファイルなど、マルチメディアリン
グバックトーン向けの実際のコンテンツを含み得る。マルチメディアリングバックトーン
に関する情報は、やはりもしくはあるいは、マルチメディアリングバックトーンのタイト
ル、マルチメディアリングバックトーンの所有者、マルチメディアリングバックトーンの
位置（例えば、リンク、ネットワークアドレスなど）、マルチメディアリングバックトー
ンに関する適用可能なディレクトリ番号などの属性情報を含み得る。マルチメディアコー
ルデータベース１０３は、実際のマルチメディアリングバックトーンの各々を記憶すると
は限らないが、通信ネットワーク１００内で使用されることになるマルチメディアリング
バックトーンに関する情報を含むべきである。マルチメディアコールデータベース１０３
は、マルチメディアコールシステム１０２によってアクセス可能である。マルチメディア
コールデータベース１０３は、マルチメディアコールシステム１０２と一体化されること
が可能であり、あるいは通信ネットワーク１００内の複数のサーバもしくはシステム間で
、またはその他のネットワーク（図示せず）内のその他のサーバ上もしくはシステム上で
分散されることも可能である。
【００１３】
　電子商取引サーバ１０８は、インターネット、企業エクストラネットなど、ネットワー
ク上でプロダクトおよび／またはサービスの購入もしくは販売を促すように構成された任
意のシステムまたはサーバを含む。電子商取引サーバ１０８はまた、通信ネットワーク１
００に対してローカルなものとしてまたは通信ネットワーク１００に含まれているものと
しても例示され、電子商取引実体のエクストラネット内など、通信ネットワーク１００か
ら遠隔であるとして例示される。電子商取引サーバ１０８が通信ネットワーク１００から
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遠隔である場合、マルチメディアコールシステム１０２は、ＩＰネットワーク（図示せず
）または別のタイプのトランスポートネットワークを介して電子商取引サーバ１０８と通
信することができる。
【００１４】
　動作中、発呼者１１２は発呼装置１１０を介して被呼者１２２にコールを行うことを想
定する。図２は、本発明の例示的な実施形態においてマルチメディアリングバックトーン
を使用して電子商取引サービスを提供するために、通信ネットワーク１００を操作する例
示的な方法２００を示す流れ図である。方法２００のステップは、図１内の通信ネットワ
ーク１００を参照して説明される。図２の流れ図のステップはすべて包括しているのでは
なく、図示されないその他のステップを含み得る。
【００１５】
　ステップ２０２で、ネットワークノード１０１は、発呼装置１１０を介して発呼者１１
２から被呼者１２２へのコールを受信する。ネットワークノード１０１は、カスタマイズ
されたマルチメディアリングバックトーンがこのコールに関して適用されることになるか
どうかを決定するためにそのコールを処理する。そうである場合、ネットワークノード１
０１は、そのコールをマルチメディアコールシステム１０２に経路指定する。ネットワー
クノード１０１はまた、コールを被呼者１２２にセットアップすることも試みる。例えば
、ネットワークノード１０１は、コールを被呼者１２２にサービス提供するネットワーク
ノード（図示せず）に経路指定することができる。
【００１６】
　ステップ２０４で、マルチメディアコールシステム１０２は、電子商取引実体に関する
広告を含むコール向けのマルチメディアリングバックトーンを識別する。マルチメディア
リングバックトーンは、テキスト、音声、ビデオなど、発呼者１１２が、被呼者１２２が
コールに応答するのを待つ間に再生される任意のマルチメディアタイプメッセージを含む
。マルチメディアコールシステム１０２は、多くの所望される方法でマルチメディアリン
グバックトーンを識別することができる。例えば、マルチメディアコールシステム１０２
は、発呼者１１２のディレクトリ番号および被呼者１２２のディレクトリ番号などの発呼
者識別情報をコールと共に受信して、発呼者１１２のディレクトリ番号を有するマルチメ
ディアコールデータベース１０３をクエリすることが可能である。マルチメディアコール
データベース１０３は、発呼者１１２のディレクトリ番号に対応する適切なマルチメディ
アリングバックトーンと共に応答することができる。
【００１７】
　被呼者１２２または被呼者１２２に関連する実体は、マルチメディアコールシステム１
０２内、マルチメディアコールデータベース１０３内、またはコールに応答する前に再生
されるその他のサービス内もしくはデータベースに記憶された１つまたは複数のマルチメ
ディアリングバックトーンを事前定義している。被呼者１２２は、その電子商取引実体に
対して行われるコール向けのマルチメディアリングバックトーン内の広告を事前定義する
電子商取引実体を含み得る。あるいは、被呼者１２２は、被呼者１２２に対して行われる
コール向けのマルチメディアリングバックトーン内の広告を事前定義することを可能にす
るために、電子商取引実体と契約する私人または企業など、別の実体を含み得る。どちら
の場合も、コールが被呼者１２２のディレクトリ番号に行われる場合、マルチメディアコ
ールシステム１０２は、電子商取引実体に関する広告を含むマルチメディアリングバック
トーンを識別する。電子商取引実体は、インターネット、企業エクストラネットなど、ネ
ットワーク上でプロダクトおよび／またはサービスの販売または購入を提供する任意の企
業、事業、私人などを含む。
【００１８】
　ステップ２０６で、マルチメディアコールシステム１０２は、ステップ２０４で識別さ
れたマルチメディアリングバックトーンを発呼者１１２に提供する。マルチメディアコー
ルシステム１０２は、多くの所望される方法で、マルチメディアリングバックトーンを発
呼者１１２に提供することができる。例えば、マルチメディアコールシステム１０２は、
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発呼装置１１０を介して発呼者１１２にマルチメディアリングバックトーンを再生するこ
とができる。そのような場合、マルチメディアリングバックトーンは、マルチメディアコ
ールシステム１０２内、マルチメディアコールデータベース１０３内、またはマルチメデ
ィアコールシステム１０２によってアクセス可能な別のマルチメディアサーバに記憶され
得る。マルチメディアコールシステム１０２は、あるいは、マルチメディアリングバック
トーンを記憶しているマルチメディアサーバ（図示せず）にアクセスして、発呼装置１１
０を介して発呼者１１２にマルチメディアリングバックトーンを再生するようにマルチメ
ディアサーバに命令することが可能である。マルチメディアコールシステム１０２は、あ
るいは、マルチメディアリングバックトーンを記憶しているマルチメディアサーバを示す
ネットワークアドレス（例えば、ＵＲＬ）を発呼装置１１０に送信することが可能である
。発呼装置１１０は、次いで、ネットワークアドレスを受信することに応答して、マルチ
メディアリングバックトーンをダウンロードするためにマルチメディアサーバに自動的に
アクセスすることになる。
【００１９】
　本明細書の特徴機能および態様によれば、マルチメディアコールシステム１０２が発呼
者１１２にマルチメディアリングバックトーンを提供すると、ネットワークノード１０１
は、被呼者１２２に対してコールをセットアップすることを試みる前に、ある期間（例え
ば、１分、２分、３分など）待つことができる。この期間は、被呼者１２２によって、通
信ネットワーク１００を運営するサービスプロバイダなどによって事前定義され得る。期
間遅延は、被呼者１２２にコールをセットアップする前にマルチメディアリングバックト
ーン内の広告を閲覧する目的で発呼者１１２により多くの時間を与える。
【００２０】
　図６は、例示的な実施形態において発呼装置１１０を操作する方法を例示する流れ図で
ある。先に述べたように、発呼装置１１０は、有線電話、無線（移動体）電話、ＰＤＡ、
ＰＣ、ＶｏＩＰ電話、ＳＩＰベースの電話など、任意の通信装置を含む。図６の流れ図の
ステップはすべてを包括しているのではなく、図示されないその他のステップを含み得る
。
【００２１】
　発呼装置１１０は、ステップ６０２で、マルチメディアコールシステム１０２からマル
チメディアリングバックトーンを受信する。発呼装置１１０は、次いで、ステップ６０４
で、発呼者１１２が被呼者１２２によってコールが応答されるのを待つ間、発呼者１１２
にマルチメディアリングバックトーンを提供する。マルチメディアリングバックトーンは
、音声部分とビデオ部分とを含み得る。例えば、マルチメディアリングバックトーンは、
音声と共に動画画像、音声クリップと共にビデオクリップ、音声クリップと共にデジタル
画像、ウェブページなどを含み得る。発呼装置１１０は、スピーカを介して音声部分を再
生することができ、ディスプレイを介してビデオ部分を表示することができる。形式にか
かわらず、マルチメディアリングバックトーンは、電子商取引実体（または２つ以上の電
子商取引実体）に関する広告を含む。
【００２２】
　発呼者１１２は、次いで、発呼装置１１０を使用して、マルチメディアリングバックト
ーンで提供された広告を閲覧またはブラウズすることが可能である。発呼装置１１０は、
発呼者１１２にブラウジング能力を提供するために多くの所望されるユーザインターフェ
ースを有することが可能である。発呼者１１２が、広告内で提供された電子商取引実体、
プロダクト、またはサービスにさらなる関心を有する場合、発呼者１１２は、本明細書の
特徴機能および態様に従って、電子商取引実体を選択することができる。発呼者１１２は
、様々な方法で電子商取引実体を選択することができる。例えば、発呼者１１２は、発呼
装置１１０のスクリーン上に表示された電子商取引実体のアイコン、名称、画像などを選
択することによって、発呼装置１１０のスクリーン上に示された電子商取引実体の特定の
プロダクトまたはサービスを選択することなどによって、電子商取引実体を選択すること
ができる。別の例では、発呼者１１２は、電子商取引実体に関連する、発呼装置１１０上
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の１つまたは複数の専門ボタンを押すことによって電子商取引実体を選択することができ
る。発呼者１１２による電子商取引実体の選択に応答して、発呼装置１１０は、ステップ
６０６で、マルチメディアリングバックトーンで示された電子商取引実体との電子商取引
セッションを開始するための発呼者１１２からの要求を送信する。
【００２３】
　図２のステップ２０８で、マルチメディアコールシステム１０２は、広告に示された電
子商取引実体（または、場合によっては、その他の電子商取引実体）との電子商取引セッ
ションを開始する要求を発呼者１１２から受信する。要求は任意の所望される形式をとり
得る。ステップ２１０で、マルチメディアコールシステム１０２は、コールを電子商取引
実体の電子商取引サーバ１０８に経路指定する。マルチメディアコールシステム１０２は
、コールを電子商取引サーバ１０８に経路指定する際に被呼者１２２へのコールを中断す
ることになる。コールが電子商取引サーバ１０８に経路指定されると、電子商取引サーバ
１０８は、発呼者１１２が所望されるプロダクトおよび／またはサービスに関して買い物
することを可能にするために、発呼者１１２との電子商取引セッションをセットアップす
ることができる。電子商取引サーバ１０８が発呼者１１２との電子商取引セッションのた
めの即時コンテキストを有するように、マルチメディアコールシステム１０２は、発呼者
識別情報またはその他のコンテキスト情報を電子商取引サーバ１０８に送信することが可
能である。
【００２４】
　上で説明されたような通信ネットワーク１００は、カスタマイズされたマルチメディア
リングバックトーンを使用して、電子商取引を有利に促す。発呼者の立場から、発呼者は
新しいプロダクトまたはサービスを紹介されることが可能である。電子商取引実体の立場
から、より潜在的なカスタマが当該実体のプロダクトおよび／またはサービスを見せられ
る。通信ネットワーク１００を運営するサービスプロバイダの立場から、カスタマイズさ
れたマルチメディアリングバックトーンのサービスを被呼者１２２に販売すること、かつ
マルチメディアリングバックトーンを使用して広告を行う電子商取引実体と販売収益を潜
在的に共有することによって収益が増加され得る。
【００２５】
　図３は、本発明の例示的な実施形態の別の例示的な通信ネットワーク３００を示す。通
信ネットワーク３００は、この実施形態では無線ネットワークを含む。通信ネットワーク
３００は、（発呼装置３１０を介して）発呼者３１２と（被呼装置３２０を介して）被呼
者３２２の間の通信を提供するように構成される。通信ネットワーク３００は、図３に示
されない他のネットワーク、システム、または装置を含み得る。
【００２６】
　通信ネットワーク３００は、それらの各々が公衆移動通信ネットワーク（Ｐｕｂｌｉｃ
　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）（ＰＬＭＮ）３０２に接続される、発呼者
３１２にサービス提供する発信ＭＳＣ（Ｏ－ＭＳＣ）３０１と被呼者３２２にサービス提
供するサービス提供ＭＳＣ（Ｓ－ＭＳＣ）３０３とを含む。通信ネットワーク３００はま
た、Ｏ－ＭＳＣ３０１およびＳ－ＭＳＣ３０３によってアクセス可能な、認証、許可、お
よび課金（ＡＡＡ）サーバ３０４と、ホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）３０５とを
含む。通信ネットワーク３００は、ＰＬＭＮ３０２に接続されたマルチメディアコールシ
ステム３０６を含む。マルチメディアコールシステム３０６は、インターネットプロトコ
ル（ＩＰ）ＷＡＮ３０７にも接続される。電子商取引サーバ３０８およびビデオサーバ３
０９もやはりＩＰ　ＷＡＮ３０７に接続される。ＩＰ　ＷＡＮ３０７と、電子商取引サー
バ３０８と、ビデオサーバ３０９とは、通信ネットワーク３００の一部と見なされる場合
があり、または別のネットワークの一部と見なされる場合もある。
【００２７】
　以下の説明に関して、被呼者３２２は、通信ネットワーク３００を運営するサービスプ
ロバイダによって提供されるマルチメディアコールサービスに加入している電子商取引実
体であることを想定する。また、被呼者３２２は、電子商取引実体のプロダクトおよび／
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またはサービスに関する広告である、事前定義された１つまたは複数のマルチメディアリ
ングバックトーンを有することも想定する。また、被呼者３２２は、コールをセットアッ
プするために発呼装置３１０を介して発呼者３１２によってダイヤルされている８００番
号を有することも想定する。
【００２８】
　図４は、例示的な実施形態の通信ネットワーク３００の例示的な動作を示すメッセージ
図である。初めに、発呼者３１２は発呼装置３１０上で被呼者３２２向けの８００番号を
ダイヤルすることによって被呼者３２２に対して８００コールを行う。発呼装置３１０は
、Ｏ－ＭＳＣ３０１によって受信されたＯ－ＭＳＣ３０１に対するコールに関して、コー
ルセットアップメッセージまたはコールセットアップシグナリングを送信する。コールに
関してコールセットアップメッセージを受信することに応答して、Ｏ－ＭＳＣ３０１は発
呼者３１２および被呼者３２２に関して、コール経路指定情報およびサービス加入情報を
識別するためにＨＬＲ３０５にクエリして、ＨＬＲ３０５から応答を受信する。この実施
形態では、被呼者３２２は、通信ネットワーク３００を運営するサービスプロバイダによ
って提供されたマルチメディアコールサービスに加入している。Ｏ－ＭＳＣ３０１は、こ
れにより、ＨＬＲ３０５からの応答に基づいて、被呼者３２２がマルチメディアコールサ
ービスに加入していることを識別して、初期アドレスメッセージ（ＩＡＭ）をマルチメデ
ィアコールシステム３０６に送信することによってコールをマルチメディアコールシステ
ム３０６に経路指定する。
【００２９】
　マルチメディアコールシステム３０６は、被呼者３２２によって加入されるマルチメデ
ィアコールサービスを提供するように構成される。この実施形態では、マルチメディアコ
ールシステム３０６は、マルチメディアコールサービス向けの音声部分とビデオ部分とを
有するマルチメディアリングバックトーンを提供することになる。音声部分は、音楽、歌
、サウンドクリップ、音声メッセージ、事前録音された挨拶などであり得る。ビデオ部分
は、動画画像、ビデオクリップ、映画、デジタル画像などであり得る。下で明らかになる
ように、マルチメディアコールシステム３０６は、マルチメディアコールサービス向けの
音声部分を提供して、ビデオ部分を提供するためにビデオサーバ３０９を使用する。音声
部分とビデオ部分とは、互いに対応し得ない。例えば、音声部分は歌であってよく、一方
、ビデオ部分は歌に関係のない広告である。他の実施形態では、マルチメディアコールシ
ステム３０６は、音声部分とビデオ部分の両方を提供することが可能である。別の実施形
態では、マルチメディアコールシステム３０６は、音声部分およびビデオ部分の両方を提
供するビデオサーバ３０９を有することが可能である。マルチメディアコールシステム３
０６は、以下のようにマルチメディアコールサービスを提供する。
【００３０】
　ＩＡＭに応答して、マルチメディアコールシステム３０６は、ＩＡＭ内で提供された発
呼者３１２のディレクトリ番号に基づいて、発呼者３１２のネットワークアドレスについ
てＡＡＡ３０４にクエリする。ＡＡＡ３０４は、発呼者３１２のネットワークアドレスを
加えてマルチメディアコールシステム３０６に対する応答を送信する。マルチメディアコ
ールシステム３０６は、アドレス完了メッセージ（ＡＣＭ）をＯ－ＭＳＣ３０１に送信す
る。
【００３１】
　マルチメディアコールシステム３０６は、コール向けのマルチメディアリングバックト
ーンを識別する。この実施形態では、マルチメディアリングバックトーンは、音声部分と
ビデオ部分とを含む。マルチメディアコールシステム３０６は、音声部分を記憶して、Ｏ
－ＭＳＣ３０１と発呼装置３１０とを介して発呼者３１２に音声部分を再生する。
【００３２】
　マルチメディアリングバックトーンのビデオ部分は、ビデオサーバ３０９に遠隔に記憶
される。したがって、マルチメディアコールシステム３０６は、ビデオサーバ３０９に記
憶されたビデオ部分に関してＨＴＴＰ　ＵＲＬを用いて発呼者３１２の発呼装置３１０に
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メッセージを送信する。ＵＲＬを用いてメッセージを受信することに応答して、発呼者３
１２の発呼装置３１０は、ビデオ部分に関する要求をビデオサーバ３０９に自動的に送信
する。ビデオサーバ３０９は、ビデオ部分を発呼装置３１０に送信する。ビデオサーバ３
０９は、ＨＴＴＰを使用してＩＰ　ＷＡＮ３０７上で発呼装置３１０にビデオ部分を送信
することが可能であり、またはマルチメディアコールシステム３０６とＯ－ＭＳＣ３０１
とを介して発呼装置３１０にビデオ部分を送信することも可能である。ビデオ部分がＩＰ
　ＷＡＮ３０７を経て送信される場合、発呼装置３１０は、マルチメディアコールシステ
ム３０６との回路ベースのセッションを経てマルチメディアリングバックトーンの音声部
分を受信して、ビデオサーバ３０９とのパケットベースのセッションを経てマルチメディ
アリングバックトーンのビデオ部分を受信する。
【００３３】
　発呼者３１２が、被呼者３２２がコールに応答するのを待つ間、発呼装置３１０は、マ
ルチメディアコールシステム３０６によって提供された音声部分を発呼者３１２に再生し
て、ビデオサーバ３０９によって提供されたビデオ部分を発呼者３１２に表示する。ビデ
オ部分および／または音声部分は、１つまたは複数の電子商取引実体に関する１つまたは
複数の広告を含む。発呼者３１２は、プロダクト、サービスなどに関してマルチメディア
広告をブラウズすることができる。
【００３４】
　上で説明されたメッセージングと同時に、Ｏ－ＭＳＣ３０１はまた、被呼者３１２に対
してコールをセットアップすることも試みる。Ｏ－ＭＳＣ３０１は、ＩＡＭをＳ－ＭＳＣ
３０３に送信する。ＩＡＭを受信することに応答して、Ｓ－ＭＳＣ３０３はアドレス完了
メッセージ（ＡＣＭ）をＯ－ＭＳＣ３０１に送信する。Ｓ－ＭＳＣ３０３はまた、被呼装
置３２０を介して被呼者３２２に警告（例えば、コール信号）も提供する。Ｏ－ＭＳＣ３
０１は、ＩＡＭがマルチメディアコールシステム３０６に送信されると併行して、ＩＡＭ
をＳ－ＭＳＣ３０３に送信することが可能である。いくつかの実施形態では、被呼者３２
２は、その前にＯ－ＭＳＣ３０１が被呼者３２２にコールをセットアップすることを試み
る前に、マルチメディアリングバックトーン内の広告を再生する期間（例えば、２分、３
分など）を定義することができる。これは、被呼者３２２がコールに応答する前に広告を
閲覧する目的で発呼者３１２により多くの時間を与える。
【００３５】
　発呼者３１２が広告に提供された電子商取引実体の１つまたは複数にさらに関心を有す
る場合、発呼者３１２は本明細書の特徴機能および態様に従って電子商取引を選択するこ
とができる。発呼者３１２は、様々な方法で電子商取引実体を選択することができる。例
えば、発呼者３１２は、発呼装置３１０のスクリーン上に表示された電子商取引実体のア
イコン、名称、画像などを選択することによって、発呼装置３１０のスクリーン上に表示
された電子商取引実体の特定のプロダクトまたはサービスを選択することなどによって、
電子商取引実体を選択することができる。別の例では、発呼者３１２は、電子商取引実体
に関連する、発呼装置３１０上の１つまたは複数の専門ボタンを押すことによって電子商
取引実体を選択することができる。発呼者３１２による電子商取引実体の選択に応答して
、発呼装置３１０は、電子商取引セッションを開始する要求を生成して、マルチメディア
コールシステム３０６にその要求を送信する。
【００３６】
　マルチメディアコールシステム３０６は、コールを電子商取引実体の電子商取引サーバ
３０８に経路指定する。マルチメディアコールシステム３０６は、コールを電子商取引サ
ーバ３０８に経路指定する際に被呼者３２２へのコールを中断することになる。コールが
電子商取引サーバ３０８に経路指定されると、電子商取引サーバ３０８は、発呼者３１２
が所望されるプロダクトまたはサービスに関して買い物することを可能にするために、発
呼装置３１０との電子商取引セッションをセットアップすることができる。
【００３７】
　発呼者３１２が電子商取引実体を選択する前に被呼者３２２が電話に応答する場合、コ



(11) JP 2009-524992 A 2009.7.2

10

20

30

ールは被呼者３２２と発呼者３１２の間で確立される。図５は、例示的な実施形態の通信
ネットワーク３００の別の例示的な動作を示すメッセージ図である。図５は、被呼者３２
２がコールに応答する場合の例を示す。図５のメッセージングは、発呼者３１２が電子商
取引実体との電子商取引セッションを開始することを要求しない点を除いて、図４と同じ
である。
【００３８】
　Ｓ－ＭＳＣ３０３が被呼装置３２０に警告を提供した後、被呼者３２２はコールに応答
することを想定する。コールに応答することに応答して、Ｓ－ＭＳＣ３０３は応答メッセ
ージ（ＡＮＭ）をＯ－ＭＳＣ３０１に送信する。Ｏ－ＭＳＣ３０１は、リリースメッセー
ジ（ｒｅｌｅａｓｅ　ｍｅｓｓａｇｅ）（ＲＥＬ）をマルチメディアコールシステム３０
６に送信する。Ｏ－ＭＳＣ３０１はまた、発呼者３１２と被呼者３２２とに関してコール
レッグ（ｃａｌｌ　ｌｅｇｓ）の橋渡しも行う。音声通信は、発呼者３１２と被呼者３２
２の間で確立される。
【００３９】
　ＲＥＬメッセージに応答して、マルチメディアコールシステム３０６は、音声部分を発
呼装置３１０に送信することを停止して、音声コールのために回線（ｔｒｕｎｃｋｓ）と
関連するリソースとをリリースする。マルチメディアコールシステム３０６は、次いで、
リリース完成メッセージ（ＲＣＭ）をＯ－ＭＳＣ３０１に送信する。マルチメディアコー
ルシステム３０６はまた、発呼装置３１０にビデオ部分を送信することを停止するようビ
デオサーバ３０９に命令するために、停止メッセージをビデオサーバ３０９に送信する。
【００４０】
　特定の実施形態が本明細書で説明されたが、本発明の範囲はこれらの特定の実施形態に
限定されない。本発明の範囲は、特許請求の範囲およびその任意の均等物によって定義さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の例示的な実施形態の例示的な通信ネットワークを示す図である。
【図２】例示的な実施形態においてマルチメディアリングバックトーンを使用して電子商
取引サービスを提供するために通信ネットワークを操作する例示的な方法を示す流れ図で
ある。
【図３】例示的な実施形態の別の例示的な通信ネットワークを示す図である。
【図４】例示的な実施形態の図３の通信ネットワークの例示的な動作を示すメッセージ図
である。
【図５】例示的な実施形態の図３の通信ネットワークの別の例示的な動作を示すメッセー
ジ図である。
【図６】例示的な実施形態において発呼装置を操作する方法を例示する流れ図である。
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