
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　通信サービス・プロバイダーから得られる無線リンクへの、移動体通信ターミナル・
デバイスによるアクセスを制御する方法において、
　前記無線リンク上で、少なくとも部分的に、移動体通信ターミナル・デバイスから送信
された識別子を受信するステップであって、前記識別子は、第１および第２の番号を含み
、前記第１の番号は、前記移動体通信ターミナル・デバイスに永続的に関連付けられたシ
リアル番号を含むことと、
　前記移動体通信ターミナル・デバイスから送信された前記第２の番号が予備的な識別子
か否かを判定するために前記識別子を分析するステップであって、前記予備的な識別子は
、前記無線リンクへの制限されたアクセスを移動体通信ターミナル・デバイスに与え、前
記第２の番号が予備的な識別子である場合には、前記第１および第２の番号を用いて顧客
データを分析し、前記移動体通信ターミナル・デバイスが引き続き前記無線リンクへの制
限されたアクセスを有するべきか否かを決定することと、
　前記分析するステップの肯定的な終了に応じて、前記無線リンクから前記移動体通信タ
ーミナル・デバイスに信号を送信するステップであって、前記信号は前記第２の番号に代
わる置換識別子を含み、

　前記移動体通信ターミナル・デバイスが当初に記憶していた前記第２の番号を受信した
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無線リンクから送信する前記信号は第１および第２の番号を送信
した移動体通信ターミナル・デバイスに有効なプロトコルに従って送信され、その有効な
プロトコルは前記第１の番号の少なくとも一部に基づいて選択されており、



置換識別子に置き換えるステップであって、このステップを実行することによって、前記
移動体通信ターミナル・デバイスが次に識別子を送信するときには、前記第１の番号と置
換識別子を送信し、前記置換識別子は前記移動体通信ターミナル・デバイスに アク
セスを与える

ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　　前記受信するステップで受信された識別子は、本質的に前記移動体通信ターミナル・
デバイスに固有の第１の番号と、第２の番号を含むことを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　　前記移動体通信ターミナル・デバイスは、セルラー電話であり、
前記第２の番号は、移動体識別番号（ＭＩＮ）フォーマットであることを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　　前記分析するステップは、前記移動体通信ターミナル・デバイスへの問い合わせを表
す信号を無線リンクから送信するステップをさらに備え、前記問い合わせは、顧客データ
を要求することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　　前記分析するステップは、前記問い合わせの後に前記移動体通信ターミナル・デバイ
スから受信したデータと、前記予備的な識別子に関連付けられた顧客データのデータとを
比較するステップをさらに備えたことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　　前記送信するステップで送信された前記信号は、前記置換識別子を表すことを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　　前記送信するステップで送信された前記信号は、前記予備的な識別子を前記置換識別
子でオーバーライトする命令を表すことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　　前記予備的な識別子は、移動体通信ネットワークで利用できる顧客データに関連付け
られていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　　データを要求する問い合わせを前記移動体通信ターミナル・デバイスに送信するステ
ップと、
　前記移動体通信ターミナル・デバイスから受信したデータと、前記顧客データとを比較
するステップと
　をさらに備えたことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　　信号を前記移動体通信ターミナル・デバイスに送信するステップは、前記予備的な識
別子を前記置換識別子でオーバーライトするように前記移動体通信ターミナル・デバイス
に命令するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　　無線リンクへの、移動体通信ターミナル・デバイスによるアクセスを制御するシステ
ムにおいて、
　前記無線リンク上で、少なくとも部分的に、移動体通信ターミナル・デバイスから送信
された識別子を受信する手段であって、前記識別子は、第１および第２の番号を含み、前
記第１の番号は、前記移動体通信ターミナル・デバイスに永続的に関連付けられたシリア
ル番号を含むことと、
　前記移動体通信ターミナル・デバイスから送信された前記第２の番号が予備的な識別子
か否かを判定するために前記識別子を分析する手段であって、前記予備的な識別子は、前
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通常の
ものであり、前記第１の番号は無線リンクからその後の通信のための信号を

移動体通信ターミナル・デバイスに有効なプロトコルに従って送信するために利用される



記無線リンクへの制限されたアクセスを移動体通信ターミナル・デバイスに与えることと
、
　前記第１および第２の番号を用いて顧客データを分析し、前記移動体通信ターミナル・
デバイスが引き続き前記無線リンクへの制限されたアクセスを有するべきか否かを決定す
る手段と、
　前記分析する手段の肯定的な終了に応じて、前記無線リンクから前記移動体通信ターミ
ナル・デバイスに信号を送信する手段であって、前記信号は前記第２の番号に代わる置換
識別子を含み、

　前記移動体通信ターミナル・デバイスが当初に記憶していた前記第２の番号を受信した
置換識別子に置き換える手段であって、この手段を実行することによって、前記移動体通
信ターミナル・デバイスが次に識別子を送信するときには、前記第１の番号と置換識別子
を送信し、前記置換識別子は前記移動体通信ターミナル・デバイスに アクセスを与
える

ことを特
徴とするシステム。
【請求項１２】
　　前記移動体通信ターミナル・デバイスへの問い合わせを表す信号を送信する手段をさ
らに備え、前記問い合わせは、顧客データを要求することを特徴とする請求項１１に記載
のシステム。
【請求項１３】
　　前記移動体通信ターミナル・デバイスから受信したデータと、前記予備的な識別子に
関連付けられた顧客データのデータとを比較する手段をさらに備えたことを特徴とする請
求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　　データを要求する問い合わせを前記移動体通信ターミナル・デバイスに送信する手段
と、
　前記移動体通信ターミナル・デバイスから受信したデータと、前記顧客データとを比較
する手段と
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１１記載のシステム。
【請求項１５】
　　前記予備的な識別子を前記置換識別子でオーバーライトするように前記移動体通信タ
ーミナル・デバイスに命令する手段をさらに備えたことを特徴とする請求項１１に記載の
システム。
【請求項１６】
　　顧客による操作のための移動体通信ターミナル・デバイスを製造する方法において、
　メモリとプロセッサと受信機と送信機を組み込むステップと、
　前記メモリに識別子を格納するステップであって、前記識別子は、第１および第２の番
号を含み、前記第１の番号は、前記移動体通信ターミナル・デバイスに永続的に関連付け
られたシリアル番号を含み、前記第２の番号は、予備的な識別子を含み、前記予備的な識
別子は、通信サービス・プロバイダーの無線リンクへの制限されたアクセスを与え、前記
移動体通信ターミナル・デバイスが引き続き前記無線リンクへの制限されたアクセスを有
するべきか否かを決定するために必要な情報を含み、
　前記プロセッサは、顧客データとの比較のために前記識別子を送信するようにプログラ
ムされており、前記プロセッサは、所与の信号が通信サービス・プロバイダーから前記移
動体通信ターミナル・デバイスによって受信された後、前記移動体通信ターミナル・デバ
イスが次に識別子を送信するときに、前記第１の番号と置換識別子を送信するようにプロ
グラムされており、前記置換識別子は前記移動体通信ターミナル・デバイスに アク
セスを与える
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無線リンクから送信する前記信号は第１および第２の番号を送信した移動
体通信ターミナル・デバイスに有効なプロトコルに従って送信され、その有効なプロトコ
ルは前記第１の番号の少なくとも一部に基づいて選択されており、

通常の
ものであり、前記第１の番号は無線リンクからその後の通信のための信号を移動体通

信ターミナル・デバイスに有効なプロトコルに従って送信するために利用される

通常の
ものであり、置換識別子を含む前記所与の信号が移動体通信ターミナル・デ



ことを特徴とす
る方法。
【請求項１７】
　　前記予備的な識別子は、第１の番号と第２の番号を含み、第１の番号は実質的に前記
移動体通信ターミナル・デバイスに固有であることを特徴とする請求項１６に記載の方法
。
【請求項１８】
　　前記移動体通信ターミナル・デバイスは、セルラー電話であり、
　前記第２の番号は、移動体識別番号（ＭＩＮ）フォーマットであることを特徴とする請
求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　　前記移動体通信ターミナル・デバイスの前記メモリに格納するために、通信サービス
・プロバイダーから受信した信号を、ＤＴＭＦ信号から識別子に変換する手段が、前記移
動体通信ターミナル・デバイスに組み込まれることを特徴とする請求項１６に記載の方法
。
【請求項２０】
　　顧客データとして格納するために、前記無線リンクを用いずに、および前記無線リン
クを用いて前記予備的な識別子を前記通信サービス・プロバイダーに送信せずに、前記移
動体通信ターミナル・デバイスの購入者から顧客データを獲得するステップをさらに備え
、前記顧客データは、前記移動体通信ターミナル・デバイスを操作する前に獲得され、格
納されることを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　　顧客データとして獲得するために、購入者から顧客データを獲得するステップをさら
に備え、前記顧客データの少なくとも一部は前記無線リンクを用いて獲得され、前記無線
リンクは前記識別子の少なくとも一部を用いてアクセスされることを特徴とする請求項１
６に記載の方法。
【請求項２２】
　　セルラー電話ネットワークにおいて、無線リンクを使用するために移動体通信ターミ
ナル・デバイスを操作する方法において、
　前記無線リンク上で、少なくとも部分的に、移動体通信ターミナル・デバイスから送信
された識別子を受信するステップであって、前記識別子は、第１および第２の番号を含み
、前記第１の番号は、前記移動体通信ターミナル・デバイスに永続的に関連付けられたシ
リアル番号を含み、前記第２の番号は、予備的な識別子を含み、前記予備的な識別子は、
前記移動体通信ターミナル・デバイスに前記無線リンクへの制限されたアクセスを与え、
　前記移動体通信ターミナル・デバイスから送信された前記第２の番号が予備的な識別子
か否かを判定するために前記識別子を分析するステップであって、前記第２の番号が予備
的な識別子である場合には、前記第１および第２の番号を用いて顧客データを分析し、前
記無線リンクへの アクセスを許容するか否かを決定することと、
　前記移動体通信ターミナル・デバイスへの アクセスを許容する決定が肯定的なと
きに、前記無線リンクから前記移動体通信ターミナル・デバイスに信号を送信するステッ
プであって、前記信号は前記無線リンクへの アクセスを与える情報を含み、

　前記移動体通信ターミナル・デバイスが受信した情報を記憶するステップであって、こ
のステップを実行することによって、前記移動体通信ターミナル・デバイスに前記無線リ
ンクへの通常のアクセスを与えることと
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項２３】
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バイスに有効なフォーマットに従って送信されるものであり、前記置換識別子のフォーマ
ットは前記第１の番号の少なくとも一部に基づいて選択されるものである

通常の
通常の

通常の 無線リ
ンクから送信する前記信号は移動体通信ターミナル・デバイスに有効なプロトコルに従っ
て送信され、その有効なプロトコルは前記第１の番号の少なくとも一部に基づいて選択さ
れており、



　　前記受信するステップで受信された識別子は、実質的に前記移動体通信ターミナル・
デバイスに固有の第１の番号と、第２の番号を含むことを特徴とする請求項２２に記載の
方法。
【請求項２４】
　　前記第２の番号は、移動体識別番号（ＭＩＮ）フォーマットであることを特徴とする
請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　　前記移動体通信ターミナル・デバイスに前記無線リンクへの アクセスを与える
ために送信する前記情報は、前記移動体通信ターミナル・デバイスに格納された前記予備
的な識別子をオーバーライトするための置換識別子を含むことを特徴とする請求項２２に
記載の方法。
【請求項２６】
　　前記移動体通信ターミナル・デバイスに前記無線リンクへの アクセスを与える
ために送信する前記情報は、承認コードを含むことを特徴とする請求項２２に記載の方法
。
【請求項２７】
　　前記予備的な識別子に関連付けて顧客データを獲得するために、前記無線リンクを用
いずに受信した前記顧客データを獲得するステップと、
　前記識別子を受信した後に問い合わせを前記移動体通信ターミナル・デバイスに送信す
るステップであって、前記問い合わせは、前記顧客データに含まれた情報を要求すること
と
　をさらに備えたことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２８】
　　移動体通信ネットワークで使用するため、顧客による操作のために構成された装置で
あって、
　識別子を格納したメモリであって、前記識別子は、第１および第２の番号を含み、前記
第１の番号は、前記装置に永続的に関連付けられたシリアル番号を含み、前記第２の番号
は、予備的な識別子を含み、前記予備的な識別子は、通信サービス・プロバイダーの無線
リンクへの制限されたアクセスを与ることと、
　前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサであって、顧客データとの比較の
ために、前記メモリに格納された識別子を、前記通信サービス・プロバイダーに送信し、
　前記通信サービス・プロバイダーから受信した少なくとも１つのチャネルトーン信号を
、少なくとも１つの承認コードに変換し、その承認コードが前記装置に前記無線リンクへ
の アクセスを与える情報を含んでおり、

ことを特徴とする
装置。
【請求項２９】
　　前記装置に前記無線リンクへの アクセスを与えるための前記情報は、前記装置
に格納された前記予備的な識別子をオーバーライトするための置換識別子を含むことを特
徴とする請求項２８に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、一般的に、セルラー電話のプログラム設定のためにセルラー電話を操作するコ
ンピュータにインタフェースするために使用できる、データ伝送システムと方法に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
アメリカにおけるセルラー電話の利用は、この数年間で劇的に増加している。セルラー電
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通常の

通常の

通常の 前記通信サービス・プロバイダーからのチ
ャネルトーン信号はその装置に有効なプロトコルに従って送信され、その有効なプロトコ
ルは前記第１の番号の少なくとも一部に基づいて選択されるものである

通常の



話が最初に導入された時に、それは大型乗用車に取り付けるユニットであり、セルラー電
話の取付と操作に専門的な知識と技能をもつ特殊なディーラーと小さなショップを介して
販売されていた。近年、しかし、小型の携帯ユニットが広く用いられるようになり、セル
ラー・サービス・プロバイダーと他の大規模のリテーラーが、好ましい供給者として、特
殊なディーラーと取付業者に代わってきている。これらの小型携帯ユニットは、異なる、
時には、相反する操作基準を有するローカル・キャリアの地域で販売されるので、それは
、その操作に必要なインフォメーションが無い状態でリテーラーのショップで一般的に受
け取られている。操作に必要なインフォメーションは、電話キャリアが購入し承認を得た
後、その操作のためにセルラー電話に、一般的にプログラム設定されている。一般的に、
このインフォメーションとして、大きなリテーラーがセルラー電話のメモリにインストー
ルする電話番号又は移動局識別番号（ＭＳＩＤ）がある。殆どの国内のシステムの場合、
ＭＳＩＤは、ＩＳ－１３６、ＥＩＡ－５５３などで定める、ＭＩＮ基準として定義された
フォーマットに適合している。他のシステムの場合、例えば、ＭＳＩＤは、ＩＴＵ勧告Ｅ
．２１２で定める国際移動局識別（ＩＭＳＩ）フォーマットになる。いかなる場合でも、
ローカル・キャリアは、サービス業務（セルラー・ユニットの製造者に固有のプロトコル
選択）と請求業務（通話料金の請求）を適正なものとするために、ローカル・キャリアの
装置に固有のセルラー・ユニットを識別する、セルラー電話ユニット自体からのインフォ
メーションも幾つか備えている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
あるセルラー・サービス・プロバイダーは、セルラー電話の予想される顧客が、その購入
後に、その操作のために承認済みのサービス・センターに持ち込むことを要求していた。
このような手続きは顧客だけでなくプロバイダーにとっても（サービス開始日の遅れのた
めに）煩雑でコスト高となるので、他のサービス・プロバイダーは、電話ユニットを販売
時点で操作する技術を開発している。大きなリテーラーは顧客にセルラー電話を販売する
ことに重点をおいており、その販売員の時間は、できるだけ多くの顧客にできるだけ多く
販売するように最も効果的に費やされているので、リテーラーは、販売後に各々セルラー
電話ユニットの操作に関連する時間が最小限になることを望んでいる。非常に不都合なこ
とに、セルラー電話ユニットの操作は、セルラー電話のダイアル・キー・パッドを介して
、リテーラーの技術員又は販売員が手作業で一般的に実施している。
【０００４】
適切な手順の番号とコードを、セルラー電話のプログラム設定のために入力しなければな
らない。小さなミスが原因で、サービスに間違いが生じたり、セルラー・ユニットが動作
不能に陥ったり、その破損をまねく場合もある。このプロセスを行う際に正確さと知識が
必要であるにもかかわらず、この操作プロセスに従事する人の多くが、適正なプロセスの
訓練を受けておらず又は不慣れな状態にある。いま、販売後の操作プログラム設定の大部
分が失敗しており、そのために、顧客はプログラム設定をやり直すために購入先に返品し
ており、ユニットの停止だけでなく、返却のための不便と、費やされる時間に悩みながら
、ユニットのプログラム設定をやり直している。
【０００５】
前述の欠点を考慮して、米国特許第５，２９７，１９１号に“無線電話セットを遠方でプ
ログラム設定する方法と装置”という名称で、１９９４年３月２２日のＩ．Ｇｅｒｓｚｂ
ｅｒｇに、与えられたＭＳＩＤを読出専用メモリ回路に遠方でダウンロードできる音声信
号受信器を搭載するセルラー電話が提案され発表されている。このダウンロードは、ある
実施例では、加入者のセットとサービス代理店との間に構築した非ブロック無線音声通信
チャンネルに受信器をブリッジして、加入者指定のプログラミングと無線サービス承認デ
ータとを加入者電話セットへ、サービス代理店又は承認済みの作動コンピュータが、遠方
から入力することによって可能になる。この技術は、セルラー電話ユニットのプログラム
を設定する作業を販売代理店から好都合に解放するが、推定される数の新規加入者を吸収
するために、十分な数の非ブロック音声通信チャンネルを提供しなければならないことに
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なる。
【０００６】
従って、電話サービスを新しい又は従来の顧客に、迅速に高信頼性でコスト経済的に提供
する方式で、無線電話セットのプログラムを設定する必要性が存在することになる。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
前述の必要性は図示する実施例において満足されており、セルラー電話を製造するプロセ
スが、メモリとプロセッサと受信器と送信器とを組み立てて、メモリに識別子を保存する
ステップを備えている。基本的に、その識別子は、確認のためにセルラー・ネットワーク
に対するアクセスを許可して、ネットワークによる基本的に独自の識別を呈するが、ネッ
トワークの更なる使用を十分にできないようにする。
【０００８】
図示するプロセスに従って構成されたセルラー電話の確認プロセスは、セルラー・ネット
ワークの無線リンク上で、少なくとも部分的に送信される識別子をセルラー電話から受信
し、セルラー電話がネットワークに対して制限されたアクセスを有するかどうかについて
決定するために、送信された識別子を分析するステップを備えている。その確認プロセス
は、分析するステップの肯定的な終了に応じて、信号をセルラー電話に送信するステップ
を備えており、送信された信号は、セルラー電話がネットワークの無線リンクに対してそ
れほど制限されない アクセスを有することを可能する。
【０００９】
本発明は、プログラム設定又は操作のために必要な時間を大幅に減少するだけでなく、プ
ロセスを自動化することによって操作プログラム設定インフォメーションの適正な交換を
保証するので、プログラム設定エラーも無くなる。
【００１０】
【実施例】
図１に、機能ブロック図の形態で、セルラー電話ネットワークの音声チャンネルで遠方か
らプログラム設定する要素を具備する携帯セルラー電話ユニット１０として構成した、図
例だけを意図する、移動体通信ターミナル・デバイスが図示してある。あるこのような電
話ユニットが米国特許第５，２９７，１９１号に記載してあり、その開示の内容が、ここ
で引例を用いて明確に包合されている。
【００１１】
図１に示すように、セルラー電話ユニット１０は、ある実施例において、アンテナ１６に
接続し、基本局、例えば、移動体セルの現場又は別の無線電話との間で信号を送受信する
ように適応した、無線周波数受信器／送信器１４を搭載する無線受信部１２を備えている
。例えば、両方向メッセージ接続リード線１８を経由して受信器／送信器１４に、システ
ム・メッセージ・タイプの信号を受け取って処理できるプロセッサ２０が接続している。
更に、例えば、別の両方向リード線２２を経由して受信器／送信器１４に、データ信号だ
けでなく、無線電話１０を始動する又はそこで受信された音声信号も処理するように適応
したプロセッサ２４も接続している。リード線２２に現れる音声とデータ信号は、アンテ
ナ１６を意図し且つそこから導かれる信号である。２つの別個のプロセッサ２０と２４が
図１に図示し記載してあるが、１つのプロセッサで両方の機能セットを実行できるように
構成される場合もあり、図示した構成は事例だけを意図したものであることを、当業者は
容易に認めるものと思われる。
【００１２】
無線受信部１２の内部で、コントローラ２６は、受信器／送信器１４にも接続している、
制御バス２８を経由して、メッセージ・プロセッサ２０と音声プロセッサ２４に接続して
いる。音声送受器インタフェース回路３０は音声プロセッサ２４と電話送受器３２とに相
互接続している。ある図例によれば、音声送受器インタフェース３０と無線受信部１２と
の間に、モード・スイッチ３４が挿入されていて、それは順に信号受信器３６に接続して
いる。後者は、リード線３８を経由して送信コントローラ２６に接続している。後で詳細
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に説明するように、モード・スイッチ３４は、アンテナ１６で受信し且つ音声プロセッサ
２４の出力リード線４０に現れる信号を、遠方でプログラム設定中に信号受信器３６に分
岐させる。
【００１３】
信号受信器３６は、例えば、統合ＤＴＭＦ受信器を搭載する日立ＨＤ４０４６７８　４ビ
ット・マイクロプロセッサのように、周知の市販の受信器から選択できる。音声プロセッ
サ２４から送信されてリード線４０に現れるプログラミング信号がデジタル形式の場合に
、他の類似する方式も用いられる。例えば、信号受信器３６は、このようなデジタル信号
をコントローラ２６に送り、そこでは、内部コントローラ処理ユニット４２は、例えば、
永久読取専用メモリ４４のように、コントローラ２６内の記憶回路に保存するためにデジ
タル・インフォメーションを送る。代わりに、アンテナ１６で受信したプログラム設定イ
ンフォメーションが音声信号のシーケンスの形式である場合、受信器３６（このようなケ
ースでは音声信号受信器になる）は、コントローラ２６の内部に位置するようなアナログ
・デジタル・コンバータ４６に、このような信号を送る。コンバータ４６で生成したデジ
タル出力信号は、次に、処理ユニット４２の制御のもとで記憶回路４４に保存される。
【００１４】
基本的に、製造者が出荷した全てのセルラー電話ユニットは、各々ユニットに特有のシリ
アル番号（以降、ＥＳＮと呼ぶ）と共に、同じ試験データを、プログラム設定可能な記憶
回路４４としてのメモリに備えている。必要に応じて、ＣＰＵ　４２のＩ／Ｏインタフェ
ース（図示せず）に対する外部Ｉ／Ｏコネクタが、各々ターミナル・デバイスの個々のプ
ログラム設定を推進するために提供される場合もある。このてんに関して、しかし、ＥＥ
ＰＲＯＭ　４４の全ての工場プログラム設定がインストール前に実行できる場合に、外部
Ｉ／Ｏコネクタが省略できることを当業者は容易に認めると思われる。いかなる場合でも
、ＣＰＵ　４２は、ＥＳＮデータ、及び、最初の工場プログラム設定中にそのＩ／Ｏイン
タフェースに送られた他の試験データを受け取って分析し、その後で、同じことをＥＥＰ
ＲＯＭ　４４の保存領域ＳＲＧに書き込むように構成されている。
【００１５】
前述のように、従来技術の場合、セルラー電話ユニット１０のような移動体通信ターミナ
ル・デバイスは、工場からリテーラーの店に、セルラー・ネットワークに対するアクセス
に必要なインフォメーションの全てが無い状態で、普通は出荷すると思われる。新しいユ
ニットが選択されたプロバイダーのネットワークと完全に相互に作用できるようになる前
に、識別と承認と料金請求を十分に推進できるインフォメーションをネットワークに提示
しなければならない。本発明によれば、新たに購入されたセルラー電話ユニット又は他の
移動体通信ターミナル・デバイス１０が十分なインフォメーションを備えてプログラム設
定されるので、このようなネットワークに対して少なくとも初期に制限されるアクセスを
呈することができる。このインフォメーションは、自動的に工場でプログラム設定が可能
であり、大きなリテーラーの経営資源を本発明の更なる有用な用途に活用できるので、非
常に優れている。
【００１６】
前述のように、基本的に、製造者が出荷した全てのセルラー電話は、同じ試験データをメ
モリに備えている。この試験データは、工場での試験運転中においてセルラー・ネットワ
ークに対するアクセスを得る又は模擬化するために必要な任意の操作インフォメーション
を備えており、実際に操作する際に、事実上、オーバーライトされる。従って、全てのこ
のような電話は、プログラム設定してない場合に、その最初の操作時にネットワークに同
じ状態で現れることを、当業者は容易に認めると思われる。その結果、あるこのような電
話の操作を試みる時に、別の電話が同じ電話の近くで作動していると、このような電話の
いずれかを適正にプログラム設定しようとして具体的に試みる際に、それを実質的に難し
くすることになる。要するに、ネットワークは、見かけの冗長性が発生するために、それ
らを共にプログラム設定するか、又はこのようなプログラム設定を不可能にすると思われ
る。
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【００１７】
本発明の製造プロセスによれば、前述のタイプの矛盾は、工場又は他に都合のよい場所で
、予備的な又は仮の識別要素を移動体通信ターミナル・デバイスのメモリに挿入すること
によって防止される。基本的に、この予備的な識別要素は、特定のデバイスに対する識別
を呈するように、すなわち、使用中に冗長性の原因にならないように選択される。図の例
の場合、セルラー電話の製造者は、例えば、ＭＩＮ、ＩＭＳＩ、又は製造中に電話に挿入
するために、いま使用できる又は後に採用できる他のフォーマットを有する、シリーズの
１０，０００のＭＳＩＤ番号を使用して、シーケンスを終了時に繰り返す。同じ地理的領
域に常駐する２つの電話が同じこのような識別要素を有する（同じシリーズの１０，００
０の番号に関して繰り返し用いられるので）最終的な確率は、特に小さくなる。従って、
製造時に電話に挿入する限定された識別番号を用いることによって、実際のプログラム設
定に付随する今まで気づかなかった難しさが解消される。更なる図例では、セルラー電話
の製造者は、前述のＰＭＳＩＤを完全にランダムな状態で割り当てることができる。前述
の事例のように、２つの電話が同じ地理的領域に常駐して、同じこのような識別要素を有
する確率は、非常に小さくなる。
【００１８】
図２を見ると、本発明の図示する実施例に従って、確認時に、選択されたプロバイダーの
セルラー・ネットワークに対して、それほど制限されていないアクセス

をもつ予備識別子を有する移動体通信ターミナル・デバイスを呈するプロセスを示すフ
ローチャートが図示されている。顧客にデバイス１０としてデバイスを販売する際に（ブ
ロック５０）、リテーラーは、この時にプロバイダーが要求すると、購入者のアイデンテ
ィティやクレジット・インフォメーションだけでなく、販売されたユニットのＥＳＮと予
備的なＭＳＩＤを、選択されたセルラー・サービス・プロバイダーに知らせる（ブロック
５２）。代わりに、顧客は、販売時でなく、最初にプログラム設定する際に、このインフ
ォメーションを提示することが要請される。
【００１９】
ユーザは、モード・スイッチ・キーを押して、最初にセルラー・ネットワークの使用を試
みる（ブロック５４）。呼出し信号に対応して、ＥＳＮが、前述のＰＭＳＩＤ（予備移動
局識別要素）と共にデータとして基本局に送られる（ブロック５６）。図２に図示する実
施例に従って、送信データが、基本局で受け取られ、一致性がＥＳＮとＰＭＳＩＤの組み
合わせと既に登録済みの対応する組み合わせとの間に存在するかどうか決定するために検
討される（決定ブロック５８）。そうである場合に、プロセスは、決定ブロック５８から
決定ブロック６０に進んで、ＰＭＳＩＤ又は任意の他の予備的な識別インフォメーション
あるいはその両方が選択されたプロバイダーのネットワークとコンパチブルであるかどう
かについて決定する。ＰＭＳＩＤ又は他の予備的な識別インフォメーションが選択された
プロバイダーのネットワークとコンパチブルである場合、それが保持される（ブロック６
２）。そうでない場合、ＰＭＳＩＤデータをユニットに新たに割り当てられた適切なＭＳ
ＩＤによってオーバーライトする命令が、ネットワーク・プロバイダーから送られる（ブ
ロック６４）。例えば、サービス承認コードが、電話のメモリに保存するために承認コー
ドに変換される としてサービス・プロバイダー中央コンピュータ（図
示せず）から受け取られる。
【００２０】
ブロック６０での決定と関係なしに、選択されたプロバイダーのネットワークに対して、
それほど制限されないアクセスが、ここで新しいサービスの顧客が得ることになる（ブロ
ック６６）。すなわち、いま、新しい顧客は、サービス・プロバイダーのセルラー・ネッ
トワークを用いて、希望したパーティに電話の呼出しを行うことができる

。しかし、一致性が、ＥＳＮとＰＭＳＩＤの組み合わせと既に記憶済み
の顧客データとの間に、ブロック５８で認識されない場合、推定される顧客は、実際の代
理店又は自動音声プロンプト・システムからインフォメーションを提示することを要請さ
れ（ブロック６８）、それがサービス・プロバイダー・ネットワークによって認可又は拒
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絶される（ブロック７０）。この に関して、ＥＳＮとＰＭＳＩＤが記憶済みの顧客デー
タに対応する場合でも、プロセスの動作をブロック６０に進める前に、呼出し者のアイデ
ンティティを確認するために、記憶済みの顧客データと比較して、推定される顧客からあ
るインフォメーションを要請することが望まれることに注目すべきである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に基づいて、セルラー・ネットワークに対して制限されたアクセスを得る
ために必要な予備識別子と他のインフォメーションを備えてプログラム設定されている、
例えば、セルラー電話のような、移動体通信ターミナル・デバイスを概略的に示すブロッ
ク図である。
【図２】本発明に基づいて、それほど制限されてないアクセスに関して、図１に示すデバ
イスのような移動体通信ターミナル・デバイスを評価する方法を図示するフローチャート
である。
【符号の説明】
１０　セルラー電話ユニット
１２　無線受信部
１４　受信器／送信器
１６　アンテナ
１８　メッセージ
２０　メッセージ・プロセッサ
２２　両方向リード線
２４　音声プロセッサ
２６　送信コントローラ
２８　制御バス
３０　音声送受器インタフェース回路
３２　電話送受器
３４　モード・スイッチ
３６　信号受信器（ＤＭＴＦ）
３８　リード線
４０　出力リード線
４２　ＣＰＵ
４４　ＥＥＰＲＯＭ
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