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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動コンピューティングデバイス(105)内に埋め込まれた無線通信モジュール(120)を準
備してアクティブにする方法であって、
　前記移動コンピューティングデバイスが、無線オペレータの予め準備された加入アプリ
ケーションの選択を受け付けること（401,501,601）と、
　前記受け付けられたアプリケーションが、無線オペレータとパケットデータセッション
を開始するために加入プロファイルを使用するように無線通信モジュール(120)に命令す
ること(403,503,603)と、
　前記無線オペレータからの要求（415,513,613）に応答して、ＡＡＡ準備サーバ又は前
記無線通信モジュール(120)が前記無線オペレータに前記無線通信モジュールの電子シリ
アルナンバを提供することと、
　前記移動コンピューティングデバイスが確認のために前記無線オペレータにユーザの信
用情報を提供すること(419,511,611)と、
　前記移動コンピューティングデバイス内の無線通信モジュールにコンタクトして準備す
るために、前記無線オペレータが電子シリアルナンバを使用することとを含む方法。
【請求項２】
　前記移動コンピューティングデバイスが、前記移動コンピューティングデバイス上にプ
レロードされた加入アプリケーションを含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
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　前記加入アプリケーションが、インストレーションＣＤ上に与えられている請求項２記
載の方法。
【請求項４】
　前記加入プロファイルが、無線サービスプロバイダとの呼を開始するためのデフォルト
パラメータを含む請求項１記載の方法。
【請求項５】
　パケットデータセッションが設定されると、前記無線通信モジュールにＩＰアドレスを
割り当てること(409)と、
　前記移動コンピューティングデバイス上でウェブブラウザを起動して、無線ネットワー
クサーバにオーバーザエアサービスおよび準備手続きを開始する(423)ように指示するこ
ととをさらに含み、
　前記ユーザの信用情報は、ユーザのウェブブラウザと無線ネットワークサーバとの間の
ＨＴＴＰＳリンク(413)を使用して無線オペレータに提供される請求項１乃至４の何れか
１項記載の方法。
【請求項６】
　前記無線通信モジュールは、前記無線通信モジュールの電子シリアルナンバを使用する
ハッシング関数に基づく移動体識別番号と、電子シリアルナンバとを使用して(405)、前
記無線オペレータとパケットデータセッションを開始し、前記方法は、
　前記無線通信モジュールが基地局を介して、無線通信チャネルによりＰＤＳＮ(125)に
電子シリアルナンバを通信すること(407)と、
　認証、認可、および課金の準備サーバが、電子シリアルナンバおよび割り当てられたＩ
Ｐアドレスを含む、無線通信モジュールのレコードを生成すること(411)とをさらに含む
請求項５記載の方法。
【請求項７】
　ウェブサーバは、割り当てられたＩＰアドレス(409)に基づいて、無線通信モジュール(
120)の電子シリアルナンバ(417)について認証、認可、および課金サーバに照会する(415)
請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記移動コンピューティングデバイス(105)のブラウザ上でアプリケーションを起動す
ること(501,601)と、
　ＨＴＴＰ／ＴＣＰ／ＩＰを使用して接続するオペレータのウェブサーバを無線通信モジ
ュールに示すこと(503,603)とをさらに含む請求項１乃至４の何れか１項記載の方法。
【請求項９】
　前記移動コンピューティングデバイスと無線通信モジュールスタック、および無線通信
モジュールと加入サーバスタックとの間でＨＴＴＰトラヒックを中継すること(507)と、
　オペレータのウェブサーバを認証して、加入サーバと無線通信モジュールとの間にＨＴ
ＴＰ／ＳＳＬ／ＴＣＰ／ＩＰセッションを設定すること(509)と、
　無線通信モジュールと移動コンピューティングデバイスとの間にＨＴＴＰ／ＴＣＰ／Ｉ
Ｐセッションを設定すること(509)とをさらに含み、
　前記無線通信モジュールが、ユーザのウェブブラウザと無線ネットワークサーバとの間
のＨＴＴＰＳリンク(509)によりユーザの信用情報(511)を渡すプロキシとして、および加
入者サーバからのＨＴＭＬトラヒック(507)をユーザのブラウザ上で表示することを可能
にするＨＴＴＰプロキシとして働く請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　音声プライバシーネットワーク接続を使用して、前記オペレータのウェブサーバに無線
通信モジュール(120)を接続することと、
　前記移動コンピューティングデバイス(105)と加入サーバとの間の無線通信モジュール
－音声プライバシーネットワーク接続(605)によってＨＴＴＰ／ＴＣＰ／ＩＰトラヒック
を通すこと(607)と、
　前記オペレータのウェブサーバを認証して、加入サーバと移動コンピューティングデバ
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イスとの間の無線通信モジュール－音声プライバシーネットワーク接続によって通される
ＨＴＴＰ／ＳＳＬ／ＴＣＰ／ＩＰセッションを設定すること(609)とをさらに含み、
　ユーザの信用情報(611)および電子シリアルナンバ(615)が、セキュリティを保護された
終端間のＨＴＴＰ／ＳＳＬ／ＴＣＰ／ＩＰセッションによって加入サーバに送られる請求
項８記載の方法。
【請求項１１】
　移動コンピューティングデバイス(105)内に埋め込まれた無線通信モジュール(120)を準
備してアクティブにするシステムであって、
　前記移動コンピューティングデバイスが、無線オペレータの予め準備された加入アプリ
ケーションの選択を受け付ける(401,501,601)ことを可能にする手段と、
　前記移動コンピューティングデバイスが、無線オペレータとパケットデータセッション
を開始するために加入プロファイルを使用するように無線通信モジュール(120)に命令す
る(403,503,603)アプリケーションを実行する手段と、
　無線オペレータからの要求(415,513,613)に応答して、ＡＡＡ準備サーバ又は前記無線
通信モジュール(120)が無線オペレータに無線通信モジュールの電子シリアルナンバを提
供する手段と、
　前記移動コンピューティングデバイスが確認のために無線オペレータにユーザの信用情
報を提供する(419,511,611)手段と、
　前記移動コンピューティングデバイス内の無線通信モジュールにコンタクトして準備す
るために、前記無線オペレータが電子シリアルナンバを使用する手段とを含むシステム。
【請求項１２】
　移動コンピューティングデバイスが、移動コンピューティングデバイス上にプレロード
された加入アプリケーションを含む請求項１１記載のシステム。
【請求項１３】
　前記加入アプリケーションが、インストレーションＣＤ上に与えられている請求項１２
記載のシステム。
【請求項１４】
　前記加入プロファイルが、無線サービスプロバイダとの呼を開始するためのデフォルト
パラメータを含む請求項１１記載のシステム。
【請求項１５】
　パケットデータセッションが設定されると、ＰＤＳＮが無線通信モジュールにＩＰアド
レスを割り当てる(409)手段と、
　前記移動コンピューティングデバイス上でウェブブラウザを起動して、無線ネットワー
クサーバにオーバーザエアサービスおよび準備手続きを開始する(423)ように指示する手
段と、
　ユーザのウェブブラウザと無線ネットワークサーバとの間のＨＴＴＰＳリンク(413)を
使用して無線オペレータにユーザの信用情報を提供する手段とをさらに含む請求項１１乃
至１４の何れか１項記載のシステム。
【請求項１６】
　無線オペレータとパケットデータセッションを開始するための前記手段は、無線通信モ
ジュールの電子シリアルナンバを使用するハッシング関数に基づく移動体識別番号と、電
子シリアルナンバとを使用し、前記システムは、
　前記無線通信モジュールが基地局を介して無線通信チャネルによりＰＤＳＮ(125)に電
子シリアルナンバを通信する手段と、
　認証、認可、および課金準備サーバが、電子シリアルナンバおよび割り当てられたＩＰ
アドレスを含む、無線通信モジュールのレコードを生成する手段とをさらに含む請求項１
５記載のシステム。
【請求項１７】
　前記割り当てられたＩＰアドレス(409)に基づいて、前記ウェブサーバが無線通信モジ
ュール(120)の電子シリアルナンバ(417)について認証、認可、および課金サーバに照会す
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る手段をさらに含む請求項１６記載のシステム。
【請求項１８】
　移動コンピューティングデバイス(105)がブラウザ上でアプリケーションを起動する手
段と、
　ＨＴＴＰ／ＴＣＰ／ＩＰを使用して接続するオペレータのウェブサーバを前記無線通信
モジュールに示す(503,603)手段とをさらに含む請求項１１乃至１４の何れか１項記載の
システム。
【請求項１９】
　移動コンピューティングデバイスと無線通信モジュールスタック、および無線通信モジ
ュールと加入サーバスタックとの間でＨＴＴＰトラヒックを中継する(507)手段と、
　オペレータのウェブサーバを認証して、加入サーバと無線通信モジュールとの間にＨＴ
ＴＰ／ＳＳＬ／ＴＣＰ／ＩＰセッションを設定する(509)手段と、
　無線通信モジュールと移動コンピューティングデバイスとの間にＨＴＴＰ／ＴＣＰ／Ｉ
Ｐセッションを設定する(509)手段とをさらに含み、
　前記無線通信モジュールが、ユーザのウェブブラウザと無線ネットワークサーバとの間
のＨＴＴＰＳリンク(509)によりユーザの信用情報(511)を渡すプロキシとして、および加
入者サーバからのＨＴＭＬトラヒック(507)をユーザのブラウザ上で表示することを可能
にするＨＴＴＰプロキシとして働く請求項１８記載のシステム。
【請求項２０】
　音声プライバシーネットワーク接続(605)を使用して、オペレータのウェブサーバに無
線通信モジュール(120)を接続する手段と、
　移動コンピューティングデバイス(105)と加入サーバとの間の無線通信モジュール－音
声プライバシーネットワーク接続(605)によりＨＴＴＰ／ＴＣＰ／ＩＰトラヒックを通す
手段と、
　サービスプロバイダのウェブサーバを認証して、加入サーバと無線通信モジュールとの
間の無線通信モジュール－音声プライバシーネットワーク接続により通されるＨＴＴＰ／
ＳＳＬ／ＴＣＰ／ＩＰセッション(609)を設定する手段と、
　ユーザの信用情報(611)および電子シリアルナンバ(615)を、セキュリティを保護された
終端間のＨＴＴＰ／ＳＳＬ／ＴＣＰ／ＩＰセッションによって加入サーバに送る手段とを
さらに含む請求項１８記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　米国特許法第１１９条のもとでの優先権の主張
　本出願は、Ｎｉｌｏｌａｉ　Ｌｅｕｎｇ、他によって、２００３年１０月１７日に出願
された米国仮出願第６０／５１２，５９５号（代理人事件番号第０４００４９Ｐ１号）（
“Provisioning and Activation for Embedded Modules”）に対して優先権を主張してお
り、これは、本明細書において参照によって全体的に取り入れられている。
【０００２】
　本出願は、Ｎｉｌｏｌａｉ　Ｌｅｕｎｇによって、２００４年５月４日に出願された米
国仮出願第６０／５６８，１９８号（代理人事件番号第０４０３４９Ｐ１号）（“Provis
ioning and Activation for CDMA Modules Embedded in Mobile Computing device”）に
対しても優先権を主張しており、これは、本明細書において参照によって全体的に取り入
れられている。
【０００３】
　本発明は、概ね、通信、より具体的には、無線通信システムのアクセス端末内の埋め込
まれたモジュールの準備および起動に関する。
【背景技術】
【０００４】
　多様な応用における無線通信能力の普及に伴って、多くのラップトップコンピュータお
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よび他のコンピューティングデバイスは、セルラまたは他の無線アクセスを必要としてい
る。無線機能は、ラップトップまたは他のコンピューティングデバイス内に位置するモジ
ュールによって与えられる。このような無線アクセスは、サービスプロバイダまたは電気
通信事業者を経由する。サービスプロバイダまたは電気通信事業者は、サービスに対する
支払いを確実にし、不正使用を回避し、課金および請求書発行情報を与えるために、無線
アクセスのための埋め込まれたデバイスの準備および起動を必要とする。通常、ユーザが
セルラ電話を購入すると、電話は、購入時点（point of purchase）において、またはオ
ーバーザエア(over-the-air, OTA)の準備によって、準備され、起動される。埋め込まれ
たモジュールは、通常、コンピューティングデバイスを販売している店ではアクセス可能
でないので、購買時点でのサービスの準備は、モジュールを備えたコンピューティングデ
バイスにとって都合が悪い。さらに加えて、コンピューティングデバイスの購買時点では
、通常、準備および起動を与えることができず、ユーザは、コンピューティングデバイス
を、準備および起動のために、別の店に持って行かなければならないであろう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、ラップトップコンピュータのような、コンピューティングデバイスまたは
他のデバイス内の、無線通信に使用されるモジュールを準備し、起動する方法および装置
が必要とされている。さらに加えて、このようなデバイスのオーバーザエア（ＯＴＡ）の
準備および認証を可能にすることが必要されている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本明細書に開示されている実施形態は、無線通信モジュールを準備する方法によって、
上述の必要に対処している。方法は、無線通信モジュールを埋め込まれた移動コンピュー
ティングデバイスから、オーバーザエアサービスおよび準備手続きを開始することを含む
。準備情報に対する要求は、オーバーザエアサービスおよび準備手続きを使用して、電気
通信事業者から、移動コンピューティングデバイスにおいて受信される。準備の確認は、
オーバーザエアサービスおよび準備手続きによって、電気通信事業者から、移動通信デバ
イスにおいて受信される。
【０００７】
　本発明の別の態様では、移動コンピューティングデバイスのためのユーザインターフェ
イスアプリケーションが与えられる。ユーザインターフェイスアプリケーションは、無線
ネットワークのためのパケットデータサービスオプションに接続するための埋め込まれた
モジュールへの信号を開始するように構成されている。アプリケーションは、パケットデ
ータのセッションが設定され、移動通信デバイスがＩＰアドレスを割り当てられると、移
動通信デバイス上でウェブブラウザを開始し、無線ネットワークサーバへブラウザを導く
ようにも構成されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　“例示的”という用語は、本明細書において“例、事例、または実例としての役割を果
たす”ことを意味するために使用されている。本明細書に“例示的”として記載されてい
る何れの実施形態も、他の実施形態よりも好ましいまたは好都合であると、必ずしも解釈
されると限らない。この詳細な記述に記載されている実施形態の全ては、当業者が、特許
請求項によって定められる本発明の範囲を制限するためではなく、本発明を構成または使
用することを可能にするために与えられている。
【０００９】
　図１を参照すると、無線通信システム100が、本発明の１つの実施形態にしたがって示
されている。本明細書においてアクセス端末(access terminal, AT)105と呼ばれる無線加
入者局は、移動形または静止形であり、１つ以上の無線基地局110と通信し得る。アクセ
ス端末105は、データパケットを１つ以上の基地局110を介して基地局制御装置(base stat
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ion controller, BSC)115との間で送受信する。基地局110および基地局制御装置115は、
アクセスネットワークと呼ばれるネットワークの一部である。アクセスネットワークは、
多数のアクセス端末105間でデータパケットを移送する。アクセスネットワークは、パケ
ットデータ供給ネットワーク（packet data serving network, PDSN）125およびインター
ネット130のような、アクセスネットワークの外部の付加的なネットワークにも接続され
、各アクセス端末105とこのような外部ネットワークとの間でデータパケットを移送し得
る。
【００１０】
　アクセス端末105が基地局110へ信号を送る通信リンクは、逆方向リンクと呼ばれる。基
地局110がアクセス端末105へ信号を送る通信リンクは、順方向リンクと呼ばれる。１つ以
上の基地局110とアクティブなトラヒックチャネル接続を設定したアクセス端末105は、ア
クティブなアクセス端末と呼ばれ、トラヒック状態であると言われる。１つ以上の基地局
110とのアクティブなトラヒックチャネル接続を設定する過程中であるアクセス端末105は
、接続設定状態であると言われる。
【００１１】
　アクセス端末105は、無線チャネルを介して通信するか、または、その代わりに、(例え
ば、光ファイバまたは同軸ケーブルを使用する)ワイヤードチャネルを介して通信し得る
データデバイスであり得る。例示されている実施形態にしたがうと、アクセス端末105は
、例えば、基地局110との無線通信を可能にするための無線通信モジュールを備えて構成
された、ラップトップコンピュータのような、移動コンピューティングデバイスの形をと
る。アクセス端末105は、数多くのタイプの他のデバイスの形をとり得る。それらは、Ｐ
Ｃカード、外部または内部モデム、無線電話、ＰＤＡ、等を含むが、これらに制限されな
い。
【００１２】
　１つの実施形態にしたがって、各アクセス端末105は、埋め込まれたモジュール120を備
えて形成され、これは、移動局モデム(mobile station modem, MSM)の形をとり得る。埋
め込まれたモジュール120は、順方向リンク上で基地局110から通信信号を受信し、逆方向
リンク上で基地局110へ通信信号を送信する。
【００１３】
　図２は、モジュール120の製造業者が、各サービスプロバイダ(すなわち、無線オペレー
タ)の支援される加入プロファイルをモジュール120内へ、それをアクセス端末105の仕入
れ業者へ発送する前に、予め準備する手続きを示している。モジュール120がアクセス端
末105に埋め込まれると、ユーザは、モジュール120の製造業者によって予め準備された、
選択されたオペレータ（operator, oper）の加入アプリケーションをクリックし、その特
定のサービスプロバイダ(すなわち、オペレータ)とパケットデータセッションを開始する
ための関係付けられた加入プロファイルを使用するように、モジュール120に命令する。
【００１４】
　モジュール120が起動される前に、オペレータの加入パラメータが変わると、モジュー
ル120内の加入プロファイルの更新が必要とされ得る。これは、アクセス端末105から埋め
込まれたモジュール120を取り外すことなく達成され、２つのやり方の一方において実現
され得る。第１のやり方では、アクセス端末105の仕入れ業者が、特定のサービスプロバ
イダ(オペレータ)の更新された加入プロファイルをモジュール120内へプレロードするア
プリケーションを、アクセス端末105へ一時的にロードし得る。その代わりに、アクセス
端末105の仕入れ業者は、例えば、アクセス端末のＵＳＢポートを介して、加入プロファ
イルローディングツールに接続し、モジュール120上の加入プロファイルを更新してもよ
い。
【００１５】
　図３は、アクセス端末105が、オペレータの記憶された加入アプリケーションを含んで
いて、それが、その無線オペレータに専用の加入プロファイルを保持している手続きを示
している。ユーザが、アクセス端末105を介して、選択されたオペレータのための加入ア



(7) JP 4402116 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

プリケーションを選択すると、選択されたアプリケーションは、プロファイルをモジュー
ル120内へダウンロードし、選択された無線オペレータとのパケットデータセッションを
開始するようにモジュール120に命令する。この方法は、必要に応じて加入プロファイル
を更新するための、オペレータにとって都合の良い手段を与える。オペレータは、加入ア
プリケーション内のプロファイルを更新し、アクセス端末105の仕入れ業者にこれを与え
る。ユニットを発送する前に、アクセス端末105の仕入れ業者は、オペレータの最も新し
いアプリケーションをアクセス端末105上にプレロードするか、またはユーザがアクセス
端末105を仕入れ業者から購入するときに与えられる添付のＣＤ－ＲＯＭ上に加入アプリ
ケーションを与えてもよい。
【００１６】
　“一般的な”モジュール120（すなわち、２つ以上のサービスプロバイダ(オペレータ)
に適用可能であるもの）を支援するために、移動局モデム(ＭＳＭ)は、多数のオペレータ
の加入プロファイルを支援する必要があるだろう。図２に示されているプレロードされた
加入プロファイルが使用されるとき、ＭＳＭは、次に示すものを支援することが望ましい
であろう。
【００１７】
　－モジュール120の仕入れ業者によってプレロードされた、ＮＶ ＲＡＭ内の多数の加入
プロファイル。
【００１８】
　－加入アプリケーションが、使用する加入プロファイルをＭＳＭに示すことを可能にす
るインターフェイス。
【００１９】
　－アクセス端末105上の加入プロファイルローディングアプリケーションへのインター
フェイスか、またはアクセス端末105のＵＳＢインターフェイスを介して接続されるロー
ディングツールへのインターフェイス。これらは、アクセス端末に既に埋め込まれたモジ
ュール120内のプレロードされたプロファイルを、モジュール120を取り外さずに、更新す
ることが必要であるとき、アクセス端末の仕入れ業者によって使用されることができる。
【００２０】
　図３に示されているアプリケーションダウンロード手続きが使用されるとき、加入アプ
リケーションが加入パラメータをＮＶ ＲＡＭ内へダウンロードすることを可能にするイ
ンターフェイスを支援することが、ＭＳＭにとって望ましいであろう。発送されたモジュ
ール120のセキュリティを保護するために、モジュールＰＩＮロック機構が使用されると
き、ＭＳＭは、次に示すことを行うであろう。
【００２１】
　－ＭＳＭは、移動体が開始する無線通信ネットワークアクセスに対して、モジュールを
、正しいＰＩＮが入力されるまで、ロックする。
【００２２】
　－ＭＳＭは、（例えば、ウインドウズ（商標）のオペレーティングシステムのＮＤＩＳ
を介して）ＰＩＮの入力を可能にする、アクセス端末のアプリケーションへのインターフ
ェイスを与える。
【００２３】
　－ＭＳＭは、ＯＴＡＰＡによって準備された固有のモジュールパラメータの所定の関数
(例えば、ＰＩＮ＝ＭＩＮのハッシュ)に基づいてＰＩＮを計算する。
【００２４】
　－アクセス端末上のアプリケーションからの強力なＰＩＮの攻撃を防ぐために、ＭＳＭ
は、ＰＩＮの試行回数を制限するか、または連続的なＰＩＮの試行間の時間を、１回失敗
するたびに、単調に延長するか、あるいはこの両者を行うことができる。セキュリティの
ために、許容試行回数を超えると、ＭＳＭは、新しいＰＩＮの試行を承認するために、Ｏ
ＴＡＰＡによって再び準備されなければならないであろう。
【００２５】
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　ＰＩＮを計算する関数が、オペレータ定義（例えば、特定のＯＴＡＰＡパラメータの特
定のハッシュ関数）になるとき、ＭＳＭは、このオペレータが定義可能な特徴を支援する
必要があるであろう。関数の定義は、オペレータの加入プロファイルの一部として、モジ
ュール120内へ予めプレロードされるであろう。
【００２６】
　既に記載したように、アクセス端末105がユーザに販売される前に、モジュール120は、
アクセス端末105内に埋め込まれることができる。モジュール120は、製造中に、または販
売時点で、アクセス端末105に埋め込まれることができる。加入アプリケーションは、ア
クセス端末の仕入れ業者によってアクセス端末105上にプレロードされるか、またはイン
ストレーションＣＤ上に与えられる。
【００２７】
　図４は、アクセス端末105内の埋め込まれたモジュール120のオーバーザエアパラメータ
管理(over-the-air parameter administration, OTAPA)の準備を設定する信号の流れを示
している。ステップ401において、ユーザは、加入アプリケーションを開始し、ステップ4
03において、無線通信プロバイダへの加入を開始するように、モジュール120に命令する
。モジュール120は、加入プロファイルを使用し、これは、無線通信ネットワーク上で呼
を開始するのに必要とされるデフォルトのパラメータを含む。ステップ405において、モ
ジュール120は、モジュールの電子シリアルナンバ(electronic serial number, ESN)と、
モジュールのＥＳＮを使用するハッシング関数に基づく移動体識別番号(mobile identifi
cation number, MIN)とを使用して、呼を開始する。無線アクセスネットワークは、ＭＩ
Ｎが、加入モジュール120のそれでなくても、パケットデータセッションを接続すること
を可能にする。ステップ407において、モジュールのＥＳＮは、無線通信チャネルによっ
てＡ１１インターフェイスを介して送られる無線パケット接続設定エアーリンクレコード
において、ＰＤＳＮ125へ通信される。ステップ409において、モジュール120は、ＩＰ呼
を設定し、プレロードされたデフォルトのネットワークアクセス識別子(network access 
identifier, NAI)(例えば、ベライゾンネットワーク（Verizon network）では[esn]@subs
cribe.vzw.com)およびパスワードを使用して、チャレンジハンドシェイク認証プロトコル
(Challenge Handshake Authentication Protocol, CHAP)を介してＰＤＳＮ125に自分自身
を認証する。ＰＤＳＮ125は、これらのデフォルトの認証パラメータを承認し、モジュー
ル120にＩＰアドレスＸを与える。デフォルトのパラメータは、ユーザがまだ加入してい
ないことを示すので、ＰＤＳＮ125は、このユーザからのトラヒックを、オペレータの加
入ウェブサーバのみに制限する。ステップ411において、ＰＤＳＮ125は、デフォルトのネ
ットワークアドレス識別子(Network Address Identifier, NAI)、ＥＳＮ、およびＰＤＳ
Ｎ125によってモジュール120に割り当てられたＩＰアドレスを含む、モジュール120のレ
コードを生成するように、認証、認可、および課金(Authentication Authorization and 
Accounting, AAA)準備サーバに命令する。ＮＡＩをもつことは、モジュール120のＥＳＮ
が固有のＮＡＩを生成することを含み、これは、ＡＡＡ準備サーバが、ＮＡＩに基づいて
そのレコードを編成するときに役立つ。これは、多数のモジュールが、ほぼ同時にサービ
スに加入することを試みているときに、ＡＡＡ準備サーバが、レコードを上書きするのを
防ぐ。
【００２８】
　アクセス端末加入アプリケーションが、ＩＰアドレスがアクセス端末105に割り当てら
れたと判断すると、ステップ413において、アプリケーションは、アクセス端末上で、標
準のウェブブラウザを開始する。ウェブページが、種々の加入プランをユーザに提示する
と、アプリケーションは、ブラウザに加入サーバのＵＲＬまたはＩＰアドレスを伝える。
ブラウザは、標準のインターネット電子商取引セキュリティプロトコルを使用して、加入
サーバ(例えば、ベリサイン（VeriSign）によって署名されたディジタル証明)を認証し、
暗号化された金融情報を交換する。
【００２９】
　ステップ415において、ユーザが加入プランを選択すると、ウェブサーバは、アクセス
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端末105上のユーザのウェブブラウザとの現在のＩＰトランザクションからＩＰアドレス
を使用して、モジュール120のＥＳＮを判断する。ウェブサーバは、ＩＰアドレスＸに基
づくモジュールのＥＳＮについてＡＡＡ準備サーバに照会する。ウェブサーバがＥＳＮを
要求する必要がある一方で、ユーザとのＨＴＴＰトランザクションは、依然としてアクテ
ィブであるので、ＰＤＳＮ125は、モジュール120に割り当てられたＩＰアドレスＸを維持
する。ＡＡＡ準備サーバは、ＩＰアドレスＸの鍵を外すレコードをサーチし、モジュール
120のＥＳＮを判断する。ステップ417において、ＥＳＮが突き止められると、これはウェ
ブサーバに戻される。ウェブサーバは、ＥＳＮ情報を得ると、信用および課金情報を入力
するように、ユーザに照会することができる。ステップ419において、これは、ユーザに
よって、セキュリティ保護されたＨＴＴＰＳ／ＳＳＬリンクによって、ウェブサーバに与
えられる。ユーザの信用情報が確認されると、ステップ421において、ウェブサーバは、
モジュール120のＥＳＮを、オーバーザエアサービス準備機能(Over-the-Air Service Pro
visioning Function, OTAF)に示す。モジュール120が、ＯＴＡＰＡ呼を受信することがで
きると、ステップ423において、ＯＴＡＦは、ＥＳＮを使用して、モジュール120と交信し
、準備する。別の実施形態では、ステップ423において、ＯＴＡＳＰを使用できることが
分かるであろう。加入アプリケーションが、ステップ411が完了したことを通知されると
、モジュール120が無線通信ネットワークの受信可能範囲内であるとき、アプリケーショ
ンは、モジュール120にＯＴＡＳＰ呼を行うように命令する。
【００３０】
　一般的なモジュール120を支援するために、ＭＳＭは、多数のオペレータ加入プロファ
イルを支援するであろう。図４のステップ403、405、および409に記載されているように
、準備されていない無線通信モジュール120は、それが、加入のための無線トラヒックチ
ャネルを得ることを可能にするパラメータの組を必要とする。モジュールは、ＰＤＳＮ12
5を介して加入サーバへのアクセスを得るために、ＰＤＳＮ125の認証パラメータも必要と
する。これらのパラメータの組は、オペレータ間で異なるので、一般的なモジュール120
は、異なる加入パラメータの組を支援する必要があるであろう。なお、これは、本明細書
において加入プロファイルと呼ばれる。各加入プロファイルは、次のパラメータの組を含
むであろう。
【００３１】
　　無線トラヒックチャネルを得るために必要とされるパラメータ
　　・周波数
　　・好ましいローミングリスト（Preferred Roaming List, PRL）
　　・デフォルトのＭＩＮを生成するためのＥＳＮハッシング関数
　　ＰＤＳＮ認証パラメータ
　　・デフォルトのＮＡＩ（例えば、[esn]@subscribe.vzw.com）
　　・デフォルトのパスワード
　　オーバーザエアで準備されることができないサービスパラメータ
　　・例えば、ベライゾンの動的な移動体ＩＰ鍵更新(Dynamic Mobile IP Key Update, D
MU)手続きのためのＲＳＡ公開鍵。
【００３２】
　最後のパラメータの組は、それがＯＴＡ手続きによって準備されることができないので
、加入プロファイルに含まれる。
【００３３】
　別の実施形態では、アクセス端末105のユーザは、ワイヤーライン接続によって加入を
要求することができる。この実施形態では、アクセス端末105のユーザは、ワイヤーライ
ンのインターネット接続を使用して、アクセス端末105を無線通信サービスプロバイダに
接続し、ワイヤード接続によって起動処理を行う。さらに加えて、サーバは、ワイヤーラ
インによって、ＭＳＭへの直接的で、セキュリティ保護されたＩＰ接続を設定できないの
で、モジュール120のＥＳＮを自動的に得るための、サーバにとってセキュリティ保護さ
れたやり方はない。自動方法は、異なるＥＳＮをサーバに与えるウィルス/ワームを開く
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であろう。
【００３４】
　加入者がワイヤーライン接続にアクセスし、モジュールのＥＳＮを加入ウェブサイトに
手入力で与えることを望んでいる特別の場合において、ワイヤーライン加入は、バックア
ップ方法として役立ち得る。例えば、会社のＩＴ部門は、この方法を使用して、モジュー
ル120を埋め込まれた多数の移動コンピューティングデバイスを加入させることができる
。
【００３５】
　図５は、ユーザのブラウザからモジュール120へ直接送られる通信を使用し、プロキシ
として働き、この情報をそのセキュリティを保護されたリンクを介して加入サーバへ送る
方法を示す。ＭＳＭ120は、ＨＴＴＰプロキシとして働き、加入サーバからのＨＴＭＬト
ラヒックが、アクセス端末105においてユーザのブラウザ上に表示されることを可能にす
る。ステップ501において、ユーザは、アクセス端末105のブラウザ上でのアプリケーショ
ン／リンクを開始する。ステップ503において、アクセス端末105は、ＭＳＭに接続し、Ｈ
ＴＴＰ／ＴＣＰ／ＩＰを使用して、交信する何れかのオペレータのウェブサーバを示す。
ステップ505において、ＭＳＭは、ＨＴＴＰ／ＴＣＰ／ＩＰを使用して、オペレータのサ
ーバに接続する。ステップ507において、ＭＳＭは、アクセス端末105とＭＳＭのスタック
との間、およびＭＳＭと加入サーバスタックとの間でＨＴＴＰトラヒックを中継する。ス
テップ509において、加入サーバは、ウェブサーバを認証し、ＨＴＴＰ／ＳＳＬ／ＴＣＰ
／ＩＰのセッションを設定し、ＭＳＭは、アクセス端末105とのＨＴＴＰ／ＴＣＰ／ＩＰ
のセッションを設定する。ステップ511において、ユーザは、アクセス端末105上で信用情
報を入力する。ステップ513において、加入サーバは、モジュール120のＥＳＮを要求する
。ステップ515において、ＭＳＭ120は、モジュール120のＥＳＮを加入サーバに送る。
【００３６】
　図６は、アクセス端末105上のユーザのブラウザが、ＭＳＭのＶＰＮ接続によって通さ
れた加入サーバと、セキュリティを保護された終端間のＨＴＴＰＳ／ＳＳＬ／ＴＣＰ／Ｉ
Ｐセッションを設定する別の実施形態を示している。この終端間のセッションは、ブラウ
ザが加入サーバを認証し、送られるあらゆるユーザの信用情報をセキュリティ保護するこ
とを可能にする。ステップ601において、ユーザは、アクセス端末105のブラウザ上でアプ
リケーション／リンクを開始する。ステップ603において、アクセス端末105上で実行され
ているブラウザは、ＭＳＭに接続し、ＨＴＴＰ/ＴＣＰ／ＩＰを使用して、交信する何れ
かのオペレータのウェブサーバを示す。ステップ605において、ＭＳＭは、音声プライバ
シーネットワーク(voice privacy network, VPN)接続を使用して、オペレータのサーバに
接続する。ステップ607において、ＨＴＴＰ／ＴＣＰ／ＩＰトラヒックは、アクセス端末1
05と加入サーバとの間のＭＳＭのＶＰＮ接続によって通される。ステップ609において、
加入サーバは、ウェブサーバを認証し、アクセス端末105と加入サーバとの間のＭＳＭの
ＶＰＮ接続によって通されたＨＴＴＰ／ＳＳＬ／ＴＣＰ／ＩＰのセッションを設定する。
ステップ611において、ユーザは、アクセス端末105上で信用情報を入力する。ステップ61
3において、加入サーバは、モジュール120のＥＳＮを要求する。ステップ615において、
ＭＳＭ120は、モジュール120のＥＳＮを加入サーバに送る。
【００３７】
　本明細書に開示されている実施形態に関連して記載された種々の例示的な論理ブロック
、モジュール、および回路は、本明細書に記載されている機能を実行するように設計され
た汎用プロセッサ、ディジタル信号プロセッサ（digital signal processor, DSP）、特
定用途向け集積回路（application specific integrated circuit, ASIC）、フィールド
プログラマブルゲートアレイ（field programmable gate array, FPGA）または他のプロ
グラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスク
リートなハードウエアの構成要素、あるいはこれらの組み合わせで実施または実行され得
る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいが、代替例においては、プロ
セッサは任意の従来のプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、または状態機械であり
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得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組み合わせ、例えば、ＤＳＰとマイ
クロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと関連した１つ
以上のマイクロプロセッサ、または任意の他のこのような構成としても実施され得る。
【００３８】
　本明細書に開示されている実施形態に関連して記載されている方法またはアルゴリズム
のステップは、ハードウエア、プロセッサによって実行されるソフトウエアモジュール、
またはこの２つの組み合わせにおいて直接的に具体化され得る。ソフトウエアモジュール
は、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ
メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技
術において公知の他の形態の記憶媒体を含み得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが、
その記憶媒体から情報を読み出し、かつ書き込むことができるように、プロセッサに接続
される。別の実施形態では、記憶媒体は、プロセッサと一体構成であってもよい。プロセ
ッサおよび記憶媒体は、ＡＳＩＣ内にあってもよい。ＡＳＩＣは、ユーザ端末内にあって
もよい。別の実施形態では、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内のディスクリー
トな構成要素として存在してもよい。
【００３９】
　開示されている実施形態の上記説明は、当業者が本発明を構成または使用することを可
能にすべく提供されている。これらの実施形態への種々の変更は当業者には容易に明らか
になり、本明細書において定義されている一般的な原理は、本発明の主旨および範囲から
逸脱することなく他の実施形態に適用され得る。したがって、本発明は本明細書に示され
ている実施形態に制限されることを意図されるものではなく、本明細書に開示されている
原理および新規な特徴と合致する最大の範囲に一致すべきものである。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】通信のための複数のアクセス端末を含む無線通信システムを示す図。
【図２】アクセス端末の埋め込まれたモジュール内へオペレータのプロファイルを予め準
備する１つの実施形態の例示的な図。
【図３】１つの実施形態にしたがう、アクセス端末の埋め込まれたモジュール内のアプリ
ケーションに基づくオペレータのプロファイルの例示的な図。
【図４】アクセス端末内の埋め込まれたモジュールのＯＴＡＰＡの準備を設定する方法の
信号の流れ示す例示的な図。
【図５】移動局モデムをＨＴＴＰプロキシとして使用する信号の流れを示す例示的な図。
【図６】埋め込まれたモジュールを使用して、加入サーバへのＶＰＮ接続を設定する信号
の流れを示す例示的な図。
【符号の説明】
【００４１】
　100・・・無線通信システム。
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