
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　或る加入者を在圏提携通信網（ＶＰＭＮ）にログインするための電気通信方法であって
、識別モジュール（ＳＩＭ）が加入者の通信端末装置（２）と接続され、在圏提携通信網
（ＶＰＭＮ）の番号範囲外にある第１加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｆ）がこの識別モジュール
（ＳＩＭ）に記憶されているものにおいて、
在圏提携通信網（ＶＰＭＮ）の番号範囲からなる第２加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｔ）がコン
ピュータ化サービスユニット（１）によって在圏提携通信網（ＶＰＭＮ）内の通信端末装
置（２）に伝送され、
第２加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｔ）が識別モジュール（ＳＩＭ）に記憶され、
加入者が第２加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｔ）で在圏提携通信網（ＶＰＭＮ）にログインされ
ることを特徴とする電気通信方法。
【請求項２】
　提携通信網（ＶＰＭＮ）の番号範囲からなる加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｐ）がサービスユ
ニット（１）のデータバンク（１１）に記憶され、第２加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｔ）に対
するサービス要求を有するデータメッセージが在圏提携通信網（ＶＰＭＮ）内の通信端末
装置（２）から在圏提携通信網（ＶＰＭＮ）を介してサービスユニット（１）に伝送され
、受信されたサービス要求に基づいてデータバンク（１１）から第２加入者識別（ＩＭＳ
Ｉ‐Ｔ）が取り出され、かつ在圏提携通信網（ＶＰＭＮ）を介して要求元通信端末装置（
２）に伝送されることを特徴とする、請求項１記載の電気通信方法。
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【請求項３】
　サービスユニット（１）の事業者の番号範囲から第１加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｆ）が選
択され、第１加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｆ’）が呼出番号（ＭＳＩＳＤＮ）に割当ててサー
ビスユニット（１）のホームデータファイル（ＨＬＲ）に記憶され、第２加入者識別（Ｉ
ＭＳＩ‐Ｔ）がサービスユニット（１）内で、第１加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｆ’）に割当
てられた呼出番号（ＭＳＩＳＤＮ）と結合されることを特徴とする、請求項１または２の
いずれか１項記載の電気通信方法。
【請求項４】
　在圏提携通信網（ＶＰＭＮ）から費用データが、清算のために、第１加入者識別（ＩＭ
ＳＩ‐Ｆ）によって識別された事業者のサービスユニット（１）に伝送されることを特徴
とする、請求項１～３のいずれか１項記載の電気通信方法。
【請求項５】
　移動通信端末装置（２）が使用され、在圏提携通信網（ＶＰＭＮ）として移動通信網が
選択され、第１、第２加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｆ、ＩＭＳＩ‐Ｔ）として移動加入者識別
が使用されることを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項記載の電気通信方法。
【請求項６】
　第２加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｔ）に対するサービス要求が在圏提携通信網（ＶＰＭＮ）
内の通信端末装置（２）から在圏提携通信網（ＶＰＭＮ）を介してサービスユニット（１
）に伝送されることを特徴とする、請求項１記載の電気通信方法。
【請求項７】
　第１加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｆ’）がサービスユニット（１）のホームデータファイル
（ＨＬＲ）に記憶され、第１加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｆ）が通信端末装置（２）から在圏
提携通信網（ＶＰＭＮ）に伝送され、加入者に関する位置更新を在圏通信網（ＶＰＭＮ）
からサービスユニット（１）内で受信すると在圏提携通信網（ＶＰＭＮ）の番号範囲から
なる第２加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｔ）がコンピュータ化サービスユニット（１）から在圏
通信網（ＶＰＭＮ）内の通信端末装置（２）に自動的に伝送されることを特徴とする、請
求項１記載の伝記通信方法。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項記載の通信方法において使用するための加入者識別モジュ
ールであって、この識別モジュール（ＳＩＭ）が通信端末装置（２）に接続可能であり、
提携通信網（ＶＰＭＮ）の番号範囲外にある第１加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｆ）がこの識別
モジュール（ＳＩＭ）に記憶されており、識別モジュールが、
‐在圏提携通信網（ＶＰＭＮ）内の通信端末装置（２）によってコンピュータ化サービス
ユニット（１）から受信された、在圏提携通信網の番号範囲からなる第２加入者識別（Ｉ
ＭＳＩ‐Ｔ）を受け取るための手段と、
‐第２加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｔ）を識別モジュール（ＳＩＭ）に記憶するための手段と
、
‐加入者を第２加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｔ）で在圏提携通信網（ＶＰＭＮ）にログインす
るための手段とを含む識別モジュール（ＳＩＭ）。
【請求項９】
　第２加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｔ）に対するサービス要求を有するデータメッセージを生
成し、かつ生成したデータメッセージを通信端末装置（２）によって在圏提携通信網（Ｖ
ＰＭＮ）を介してサービスユニット（１）に伝送するための手段を識別モジュールが含む
ことを特徴とする、請求項８記載の識別モジュール（ＳＩＭ）。
【請求項１０】
　識別モジュールが移動通信端末装置（２）に接続可能であり、第１、第２加入者識別（
ＩＭＳＩ‐Ｆ、ＩＭＳＩ‐Ｔ）がそれぞれ移動通信網内で加入者を識別するための移動加
入者識別であることを特徴とする、請求項８または９のいずれか１項記載の識別モジュー
ル（ＳＩＭ）。
【請求項１１】
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　請求項１～７のいずれか１項記載の通信方法において使用するための、通信網（ＶＰＭ
Ｎ）に接続可能なコンピュータ化サービスユニットであって、
提携通信網（ＶＰＭＮ）の番号範囲からなる加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｐ）を記憶したデー
タバンク（１１）と、
提携通信網（ＶＰＭＮ）の１つに在圏する通信端末装置（２）に加入者識別（ＩＭＳＩ‐
Ｔ）の１つを伝送するための手段とを含むコンピュータ化サービスユニット（１）。
【請求項１２】
　コンピュータ化サービスユニットが、
‐在圏提携通信網（ＶＰＭＮ）内の通信端末装置（２）から提携通信網（ＶＰＭＮ）を介
してデータメッセージを受け取るための手段と、その際サービスメッセージが当該提携通
信網（ＶＰＭＮ）の番号範囲からなる加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｔ）に対するサービス要求
を含み、
‐受信したサービス要求に基づいてデータバンク（１１）から加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｔ
）を取り出すための手段と、
‐取り出した加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｔ）を提携通信網（ＶＰＭＮ）を介して要求元通信
端末装置（２）に伝送するための手段とを含むことを特徴とする、請求項１１記載のコン
ピュータ化サービスユニット（１）。
【請求項１３】
　コンピュータ化サービスユニットがホームデータファイル（ＨＬＲ）を含み、このホー
ムデータファイルにサービスユニット（１）の事業者の番号範囲からなる加入者識別（Ｉ
ＭＳＩ‐Ｆ）が記憶されており、加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｆ）にそれぞれ呼出番号（ＭＳ
ＩＳＤＮ）が割当てられており、サービスユニット（１）が、提携通信網（ＶＰＭＮ）の
番号範囲からなる、要求元通信端末装置（２）に伝送される加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｔ）
を、要求元加入者を識別する、事業者の番号範囲からなる加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｆ）に
割当てられた呼出番号（ＭＳＩＳＤＮ）と結合するための手段を含むことを特徴とする、
請求項１１または１２のいずれか１項記載のコンピュータ化サービスユニット（１）。
【請求項１４】
　通信網（ＶＰＭＮ）が移動通信網であり、第１、第２加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｆ、ＩＭ
ＳＩ‐Ｔ）がそれぞれ移動通信網内で加入者を識別するための移動加入者識別であること
を特徴とする、請求項１１～１３のいずれか１項記載のコンピュータ化サービスユニット
（１）。
【請求項１５】
　コンピュータ化サービスユニットが、サービスユニット（１）の事業者の番号範囲から
なる加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｆ’）を記憶したホームデータファイル（ＨＬＲ）を含み、
コンピュータ化サービスユニットが、
‐提携通信網（ＶＰＭＮ）を介して在圏提携通信網（ＶＰＭＮ）内の通信端末装置（２）
に関する位置更新を受け取るための手段と、
‐当該通信端末装置（２）に関する位置更新を受信すると在圏提携通信網（ＶＰＭＮ）の
番号範囲からなる加入者識別（ＩＭＳＩ‐Ｔ）を提携通信網（ＶＰＭＮ）を介して在圏提
携通信網（ＶＰＭＮ）内の当該通信端末装置（２）に自動的に伝送するための手段とを含
むことを特徴とする、請求項１１記載のコンピュータ化サービスユニット（１）。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電気通信方法、これに適した識別モジュール、およびこれに適したコンピュー
タ化サービスユニットに関する。本発明は特に、加入者を在圏提携通信網、特に移動通信
網にログインするための電気通信方法であって、在圏提携通信網の番号範囲外の加入者識
別を記憶した識別モジュールが加入者の通信端末装置と接続されているものに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　移動通信電話の分野において用語「ローミングｒｏａｍｉｎｇ」とは、移動通信端末装
置、例えば移動通信電話、または相応する移動通信コンポーネントを有する携帯コンピュ
ータをホーム網の外側で作動させることである。ローミングは例えば各種のＧＳＭ網（Ｇ
ｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）また
はＵＭＴＳ網（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ
）の間で利用され、しかし異なる標準に従って作動する移動通信網の間でも利用される。
２つの移動通信網の間で或る加入者の直接ローミングを可能とするには、移動通信網の当
該事業者の間でローミング協定が締結されねばならない。或る加入者は在圏移動通信網（
Ｖｉｓｉｔｅｄ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、ＶＰＭＮ）において自
己のホーム移動通信網（Ｈｏｍｅ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、ＨＰ
ＭＮ）の番号範囲からなる自己の加入者識別（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌ
ｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ、ＩＭＳＩ）で訪問者データファイル（Ｖ
ｉｓｉｔｏｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ、ＶＬＲ）にログインされ、自己の
滞在場所がホーム移動通信網のホームデータファイル（Ｈｏｍｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｇｉｓｔｅｒ、ＨＬＲ）に記憶される。すなわち、いわゆる位置更新が実行される。
【０００３】
　国際特許出願ＷＯ９８ /１０６１４に述べられた間接ローミング用電気通信方法はホー
ム移動通信網の加入者にホーム移動通信網とのローミング協定なしに在圏移動通信網に接
続することを可能とし、その際接続は、一方でホーム移動通信網、他方で在圏移動通信網
とのローミング協定を有する提携網から提供される手段、例えば加入者識別（ＩＭＳＩ）
および呼出番号（ＭＳＩＳＤＮ＝Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｎｔｅｇｒａ
ｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）によって行われる。
【０００４】
　国際特許出願ＷＯ９８ /１０６１４に述べられている方法では、ホーム移動通信網の加
入者の各識別モジュールが２つの固定記憶された加入者識別が含まれている。各加入者識
別に異なる呼出番号が割当てられる。第１加入者識別はホーム移動通信網の番号範囲に属
し、第２加入者識別は提携網の番号範囲に属している。ホーム移動通信網とのローミング
協定を持たない在圏網にログインするために、加入者はホーム移動通信網の第１加入者識
別を非作動としかつ提携網の第２加入者識別を作動させることができ、これにより在圏網
において提携網の加入者と見做される。つまり提携網を介して在圏網のローミング過程を
展開することができる。
【０００５】
　国際特許出願ＷＯ９８ /１０６１４による方法では各加入者識別に別の異なる呼出番号
が割当てられているので、加入者用第１呼出番号での呼出しは手間のかかるメカニズムで
迂回されなければならない。さらに、加入者仕様データ、例えば呼出し迂回、補助番号等
はまったく従来どおり加入者識別に割当てられ、したがってホーム移動通信網内、または
ホーム移動通信網とローミング協定を締結した在圏移動通信網内でのみ利用可能である。
【０００６】
　欧州特許出願ＥＰ０９９０３６４には、国際特許出願ＷＯ９８ /１０６１４におけるよ
うな間接ローミング用の類似の電気通信方法が述べられている。しかしながらこのＥＰ０
９９０３６４によればホーム移動通信網の第１加入者識別と提携網の第２加入者識別とに
共通の呼出番号が割当てられる。
【０００７】
　直接ローミング用の従来の標準化方法も、間接ローミング用の上記方法も、加入者が在
圏移動通信網において外部加入者としてログインされ、ローカル加入者よりもかなり高い
接続費用を支払わねばならない欠点を有する。超過費用は特に、同じホーム移動通信網か
らの２名の加入者が共通する在圏移動通信網に滞在して互いに通信し、その際にホーム移
動通信網を介して接続が確立される場合にも現れることがある。
　国際特許出願ＷＯ９８ /３８８１７に通信情報を移動通信装置に伝送するための方法お
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よびシステムが述べられている。このＷＯ９８ /３８８１７によれば移動通信装置内にそ
れぞれ個別の通信情報が記憶され、これらの通信情報は当該通信装置に関して明確な論理
的識別、チャネル周波数、秘密鍵およびその他の通信固有なデータを含み、通信装置内で
ユーザのホーム都市用に特殊にプログラミングされている。ユーザが外部都市を訪問した
い場合、ユーザは通信装置に記憶されたリストから訪問したい都市を国際特許出願ＷＯ９
８ /３８８１７に従って選択し、それを受けて通信装置は選択された訪問したい都市に関
する新しい通信情報に対する要請をゲートウェイを介してサーバに送信する。サーバは選
択された都市に関する通信情報を、選択された都市において通信装置を訪問元通信装置と
して識別する新たな論理識別を含めて国際特許出願ＷＯ９８ /３８８１７に従って要求元
通信装置に伝送する。選択された都市に通信装置が達したとき、新たな通信情報はこの都
市の内部で通信するのに通信装置によって使用される。にＷＯ９８ /３８８１７係るこの
システムおよび方法は、訪問する都市に関して自己の通信装置を通信可能状態に編成する
にはユーザがこの都市を訪問する前にこの訪問する都市に関する通信情報を意識的に要求
して自己の通信装置にダウンロードしなければならない欠点を有する。訪問する都市用に
その通信装置が再編成され、現実の都市では代表的にはもはや通信可能でない場合、そし
てユーザが自己の意図を予期せぬごとくに変更する場合、ユーザは通信装置を再び編成し
て戻さねばならない。これに加えて、訪問する都市のユーザ操作式選択はユーザによって
しばしば面倒と感じられ、さらには都市間の明瞭でスムーズな移行を困難にする。
　                                                                       
【発明の開示】
【０００８】
　本発明の課題は、従来技術による諸欠点を防止する、或る加入者を在圏提携通信網にロ
グインするための電気通信方法およびこの電気通信方法に適した装置を提供することであ
る。
【０００９】
　本発明によれば、この課題は特に独立請求項の要素によって達成される。さらに、その
他の有利な実施形態は従属請求項と明細書とから明らかとなる。
【００１０】
　或る加入者は通信端末装置に接続可能な識別モジュールを有し、この識別モジュールに
は、加入者のホーム網事業者の番号範囲内、または仮想通信網のサービスを提供するサー
ビスプロバイダの番号範囲内にある第１加入者識別が記憶されている。仮想網のこのよう
なサービスプロバイダは典型的には確かに加入者識別用に指定された番号範囲を有しては
いるが、しかし独自の通信網を備えておらず、および／または移動通信網の場合送信周波
数用ライセンスを持っていない。ホーム網事業者もしくは仮想網のサービスプロバイダは
提携通信網の事業者との提携協定、移動通信網の場合例えば一種のローミング協定を有す
る。加入者は、識別モジュールに接続された自己の通信端末装置で提携通信網を訪問する
。通信端末装置を在圏提携通信網に接続すると従来の如くにローミング過程が開始され、
識別モジュールに記憶された加入者識別が在圏提携通信網の番号範囲外であるので、位置
更新が実行される。
【００１１】
　上記課題は本発明によれば特に、在圏提携通信網の番号範囲からなる第２加入者識別が
コンピュータ化サービスユニットによって在圏提携通信網内の通信端末装置に伝送され、
第２加入者識別が通信端末装置に接続された識別モジュールに記憶されかつ作動され、加
入者が第２加入者識別で在圏提携通信網にログインされることによって解決される。第２
加入者識別を在圏提携通信網内の通信端末装置に伝送することの利点は、第２加入者識別
が在圏提携通信網の番号範囲内にあるので、これにより加入者を各提携通信網内で動的に
在圏提携通信網のローカル加入者とし得ることにある。
【００１２】
　好ましくは、提携通信網の番号範囲からなる加入者識別がサービスユニットのデータバ
ンクに記憶され、第２加入者識別に対するサービス要求を有するデータメッセージが在圏
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提携通信網内の通信端末装置から在圏提携通信網を介してサービスユニットに伝送され、
受信されたサービス要求に基づいてデータバンクから第２加入者識別が取り出され、在圏
提携通信網を介して要求元通信端末装置に伝送される。通信端末装置からサービスユニッ
トにサービス要求を伝送することによって、選択可能な時点に、例えば加入者のイニシア
チブで、在圏提携通信網の番号範囲からなる第２加入者識別の伝送を開始することができ
る。
【００１３】
　好ましい１実施形態において、サービスユニットの事業者の番号範囲から第１加入者識
別が選択され、第１加入者識別が呼出番号に割当ててサービスユニットのホームデータフ
ァイルに記憶され、第２加入者識別がサービスユニット内で、第１加入者識別に割当てら
れた呼番号と結合される。サービスユニット事業者の番号範囲から第１加入者識別を選択
し、サービスユニットのホームデータファイル内に第１加入者識別を記憶することによっ
て、サービスユニット事業者の番号範囲からなる第１加入者識別をそれぞれ割付けられた
加入者がこの事業者の加入者として国際的に認知され、提携通信網内で事業者のホームデ
ータファイルにログインするとき位置更新を開始できることが可能となり、事業者自身が
通信網を備える必要はなく、仮想網のサービスプロバイダであるだけでよい。第１、第２
加入者識別を共通する呼出番号と結合することによって、加入者がログインしたあらゆる
提携通信網で同じ呼出番号で到達できることが可能となる。これは移動通信網に妥当する
だけでなく、加入者が加入者識別でログインできる固定網にも妥当する。
【００１４】
　一実施形態において、在圏提携通信網から費用データが、清算のために、第１加入者識
別によって識別された事業者のサービスユニットに伝送される。
【００１５】
　好ましい一実施形態において、移動通信端末装置が使用され、在圏提携通信網として移
動通信網が選択され、第１、第２加入者識別として移動加入者識別が使用される。
【００１６】
　以下、一実施例を基に本発明の一実施形態を説明する。実施例は以下の単一の添付図に
示してある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　図１において符号２は通信端末装置である。この通信端末装置２は好ましくは移動通信
装置、例えば移動通信電話、または移動通信コンポーネントを備えた携帯ラップトップま
たはハンドヘルドコンピュータである。しかし通信端末装置２は固定網、特に加入者が加
入者識別でログインできるデジタル固定網、例えばＩＳＤＮ網（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＩＰ網（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）またはＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）またはＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）に接続するように整えて
おくこともできる。
【００１８】
　図１に略示したように、通信端末装置２は識別モジュールＳＩＭと接続されている。識
別モジュールＳＩＭはコンタクトを備えたインタフェースを介して除去可能に通信端末装
置２と接続されており、データ要素を記憶するための記憶素子とプログラム可能プロセッ
サと例えばＳＩＭツールキットまたはＪａｖａ（ＪａｖａはＳｕｎ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔ
ｅｍｓ　Ｉｎｃ．社の登録商標）に基づくプログラムドソフトウェアモジュール２２とを
含む。プロセッサの機能とプログラムドソフトウェアモジュール２２の機能は固定プログ
ラムド回路によって実行することもできる。識別モジュールＳＩＭは好ましくはチップカ
ードの態様のＳＩＭカード（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｍ
ｏｄｕｌｅ）である。識別要素ＳＩＭに加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｆは固定式に書込保護して
記憶されている。
【００１９】
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　図１において符号ＶＰＭＮは通信網、好ましくは移動通信網、例えばＧＳＭ網（Ｇｌｏ
ｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）またはＵ
ＭＴＳ網（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）ま
たはその他の地上または衛星ベースの移動通信網である。通信網ＶＰＭＮは、既に上で触
れたように、加入者が加入者識別でログインできる固定網とすることもできよう。
【００２０】
　加入者識別は好ましくは国際的に有効な、代表的には階層構成された加入者識別である
。加入者識別は好ましくは移動加入者識別、例えばいわゆる国際移動加入者識別（ＩＭＳ
Ｉ）番号である。ＩＭＳＩ番号は例えば欧州電気通信標準化協会（ＥＴＳＩ）のＧＳＭ規
格０３．０３で１５の符号に確定されており、次掲の表１に示すように冒頭３つの符号は
国コード（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｕｎｔｒｙ　ＣＯＤＥ、ＭＣＣ）であり、後続の１つまた
は２つの符号は網コード（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　ＣＯＤＥ、ＭＮＣ）であり、
最後１０または１１の符号は加入者コード（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄ
ｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｕｍｂｅｒ、ＭＳＩＮ）である。加入者コードの最初の符
号は当該加入者のデータが記憶されているホームデータファイル（Ｈｏｍｅ　Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ、ＨＬＲ）を識別する。
【００２１】
【表１】
　
　
　
　
　
【００２２】
　従って通信網ＶＰＭＮの免許事業者に番号範囲を割付けることができ、この番号範囲内
で通信網ＶＰＭＮ用加入者識別を割付けることができる。それに加えて、加入者識別を基
に当該加入者が或る通信網もしくはその事業者に帰属していることを判定することができ
る。
【００２３】
　図１において符号１は通信網ＶＰＭＮに接続されたコンピュータ化サービスユニットで
ある。代表的にはサービスユニット１は直接にではなく、接続網および／または交換機を
介して通信網ＶＰＭＮと接続されている。サービスユニット１が含むのは単数または複数
のコンピュータ、プログラムドソフトウェアモジュール１２、データバンク１１、そして
好ましくは単数または複数のコンピュータで実行されるホームデータファイルＨＬＲであ
る。ホームデータファイルＨＬＲ内に加入者の加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｆ’が記憶されてお
り、こうして加入者識別はサービスユニット１のサービスについて識別できる。図１に略
示したように、ホームデータファイルＨＬＲ内の加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｆ’にそれぞれ１
つの呼出番号ＭＳＩＳＤＮが割当てられている。提携通信網、例えば通信網ＶＰＭＮの番
号範囲からなる加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｐはデータバンク１１に記憶されている。これらの
加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｐは提携通信網の事業者との提携協定に基づいてサービスユニット
１の事業者に例えば番号範囲としてまたは個別番号のセットとして指定される。
【００２４】
　加入者が自己の通信端末装置２およびそれに接続された識別モジュールＳＩＭで通信網
ＶＰＭＮを訪問すると、識別モジュールＳＩＭに固定記憶されたＩＭＳＩ‐Ｆは通信端末
装置２の作動時に在圏通信網ＶＰＭＮに伝送される。加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｆは好ましく
は、ホームデータファイルＨＬＲ内にそれが記憶されているサービスユニット１の事業者
の番号範囲からなる。しかし加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｆは在圏通信網ＶＰＭＮとは異なる網
の番号範囲からなるものとしてこの別の網のホームデータファイルに記憶しておくことも
できよう。加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｆは在圏通信網ＶＰＭＮの番号範囲からなるのではない
ので、従来のローミング過程が開始される。その際、加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｆは在圏通信
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網ＶＰＭＮの図示しない訪問者データファイル（Ｖｉｓｉｔｏｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｇｉｓｔｅｒ、ＶＬＲ）に記憶され、いわゆる位置更新が実行され、これにより訪問加
入者の滞在場所は、ＩＭＳＩ‐Ｆによって識別されるホームデータファイル、例えばサー
ビスユニット１内のホームデータファイルＨＬＲに伝送される。
【００２５】
　図１に示すように、第１ステップＳ１では在圏通信網ＶＰＭＮの番号範囲からなる加入
者識別に対するサービス要求が通信端末装置２から通信網ＶＰＭＮを介してサービスユニ
ット１に伝送される。このサービス要求はデータメッセージ、例えばＳＭＳメッセージ（
Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）またはＵＳＳＤメッセージ（Ｕｎｓｔ
ｒｕｃｔｕｒｅｄ　Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｄａｔａ）を利用
して伝送される。データメッセージはプログラムドソフトウェアモジュール２２によって
、例えば予め定義された機能キーの操作後に生成され、または加入者によって操作要素２
１を利用して入力される。
【００２６】
　サービス要求を有するデータメッセージはサービスユニット１内でソフトウェアモジュ
ール１２によって受け取られて分析される。受け取られるデータメッセージに基づいてソ
フトウェアモジュール１２は加入者が訪問する通信網ＶＰＭＮを判定することができ、デ
ータバンク１１は在圏通信網ＶＰＭＮの番号範囲から相応する加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｐを
取り出し、ステップＳ２において通信端末装置２に、例えばサービス要求について上で述
べたようなデータメッセージ内で伝送することができる。それに加えて、要求元加入者の
加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｆがサービスユニット１のホームデータファイルＨＬＲに登録され
ている場合、ソフトウェアモジュール１２は指定された加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｐと、ホー
ムデータファイルＨＬＲ内で要求元加入者の加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｆに割当てられた呼出
番号ＭＳＩＳＤＮとの結合を確立する。これにより加入者はすべての在圏通信網ＶＰＭＮ
に同じ呼出番号で到達することができる。
【００２７】
　加入者の加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｆがサービスユニット１のホームデータファイルＨＬＲ
に登録されている場合のため、在圏通信網ＶＰＭＮから加入者に関する位置更新がサービ
スユニット１内で受信されるや、加入者に対してソフトウェアモジュール２によってオプ
ションで在圏通信網ＶＰＭＮの番号範囲から加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｐも自動的に指定して
伝送することができる。このオプションは例えばサービスユニット１のホームデータファ
イルＨＬＲ内で加入者について明確にすることができる。
【００２８】
　通信端末装置２では在圏通信網ＶＰＭＮの番号範囲からなる加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｐを
有するデータメッセージがソフトウェアモジュール２２によって受け取られ、一時的加入
者識別ＩＭＳＩ‐Ｔとして識別モジュールＳＩＭに記憶される。一時的加入者識別ＩＭＳ
Ｉ‐Ｔは好ましくは書込保護して記憶され、加入者が不正操作することはできない。固定
記憶された加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｆがソフトウェアモジュール２２によって非作動化され
、もしくは一時的加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｔが作動される。作動もしくは非作動は例えば、
一時的加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｔおよび固定加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｆにそれぞれ割当てられ
たフラグのセットもしくはリセットによって行われる。一時的加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｔの
作動もしくは固定記憶された加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｆの非作動は例えばソフトウェアモジ
ュール２２の、ユーザが選択可能な機能によって後退させることができる。その際、一時
的加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｔは例えば選択的に消去しまたは後の再作動のため記憶装置に残
すことができる。加入者は作動された一時的加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｔで在圏通信網ＶＰＭ
Ｎにログインすることができ、次に在圏通信網ＶＰＭＮによってローカル加入者として認
知され、在圏通信網ＶＰＭＮの図示しないホームデータファイルに登録される。
【００２９】
　図１に示すように、ステップＳ３では費用データ、例えば一時的ＩＭＳＩ‐Ｔによって
確立された接続に関するいわゆる呼出詳細記録（ＣＤＲ）が在圏通信網ＶＰＭＮからサー
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ビスユニット１に伝送される。在圏通信網ＶＰＭＮの交換機３、いわゆる移動交換センタ
（ＭＳＣ）において、通信網ＶＰＭＮの番号範囲からなる、提携協定に基づいてサービス
ユニット１の事業者に指定された加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｐが、当該事業者の識別にまたは
当該サービスユニット１の識別、例えばアドレスに割当てて記憶されている。交換機３、
もしくは交換機３内の相応にプログラミングされたソフトウェアモジュールは、接続を確
立する一時的加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｔがサービスユニット１の事業者に指定された加入者
識別ＩＭＳＩ‐Ｐであることを認知し、費用データをこのサービスユニット１に伝送する
。つまり、加入者は在圏通信網ＶＰＭＮ内で在圏通信網ＶＰＭＮの番号範囲からなる一時
的加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｔでログインされているのではあるが、好ましくは固定記憶され
た加入者識別ＩＭＳＩ‐Ｆによってその事業者が識別されるサービスユニット１に費用デ
ータは伝送することができる。それに加えて、在圏通信網ＶＰＭＮの番号範囲から加入者
識別ＩＭＳＩ‐Ｐを指定するための交換手数料はサービスユニット１内で清算することが
できる。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本発明は移動通信電話用移動通信網と合わせて世界中で利用でき、加入者が加入者識別
でログインされる固定網においても使用される。本発明によって、在圏通信網、特に移動
通信網にローカル加入者として世界中でログインすることが加入者に可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】通信網を介してデータを交換する通信端末装置とコンピュータ化サービスユニッ
トを略示するブロック線図である。
【符号の説明】
【００３２】
　１　コンピュータ化サービスユニット
　２　通信端末装置（移動通信電話）
　３　交換機（移動交換センタ）
　１１　データバンク
　１２　プログラムドソフトウェアモジュール
　２１　操作要素
　２２　プログラムドソフトウェアモジュール
　ＨＬＲ　ホームデータファイル（ホームロケーションレジスタ）
　ＩＭＳＩ‐Ｆ、ＩＭＳＩ‐Ｆ’　固定加入者識別（固定国際移動加入者識別）
　ＩＭＳＩ‐Ｐ　提携通信網からの加入者識別（提携国際移動加入者識別）
　ＩＭＳＩ‐Ｔ　一時的加入者識別（一時的国際移動加入者識別）
　ＭＳＩＳＤＮ　呼出番号（移動加入者サービス総合デジタル通信網）
　ＳＩＭ　識別モジュール（加入者識別モジュール）
　Ｓ１　在圏通信網の番号範囲からなる加入者識別に対するサービス要求の伝送
　Ｓ２　在圏通信網の番号範囲からなる加入者識別の伝送
　Ｓ３　費用データの伝送
　ＶＰＭＮ　在圏通信網（在圏公衆移動通信網）
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【 図 １ 】
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