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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線データ通信装置が、データ処理システムと接続するインターフェースモジュールと
、無線通信ネットワークによってデータ情報を受信または送信する無線トランシーバモジ
ュールと、無線データ通信装置にデータ処理システムの外部記憶機能を実行すること可能
にさせる記憶媒体モジュールと、ＵＳＢまたはＩＥＥＥ１３９４規格動作を行うためにイ
ンターフェースモジュールと無線トランシーバモジュールとにそれぞれ接続される制御装
置モジュールとを備え、その無線データ通信装置に基づく無線データ通信方法において、
　制御装置モジュールが、無線データ通信装置とデータ処理システムとの間の通信を成し
遂げる第１のファームウェアソフトウェアと、第１のファームウェアソフトウェアから独
立し、記憶媒体モジュールの読み書きのオペレーションを制御する第２のファームウェア
ソフトウェアとを有し、
　（１）データ処理システム内に無線データ通信装置のドライバを供給することにより、
データ処理システムが無線データ通信装置を制御し駆動することを可能にし、且つ無線デ
ータ通信装置に外部記憶機能を実行させるためにデータ処理システムが記憶動作コマンド
をパッケージングして第２のファームウェアソフトウェアに送信することを可能にし、
　（２）無線データ通信装置をインターフェースモジュールによってデータ処理システム
に接続し、ＵＳＢインターフェースまたはＩＥＥＥ１３９４インターフェースによって無
線データ通信装置とデータ処理システムとの間に情報交換チャンネルを確立し、
　（３）制御装置モジュールがデータ処理システムのオペレーションシステムの要求にし
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たがって無線トランシーバモジュールの動作を制御し、無線通信ネットワークとの接続を
確立し、
　（４）制御装置モジュールがインターフェースモジュールを介してデータ処理システム
から命令を受信しその命令を実行し、無線トランシーバモジュールによって無線データ通
信装置と無線通信ネットワークとの間におけるデータ接続を確立し、データ処理システム
とのデータ送信を完了し、
　（５）無線ネットワーク加入者識別モジュールによって無線トランシーバモジュールと
、制御装置モジュールと、および無線ネットワーク加入者識別カードとの間において通信
を行うステップを含み、
　さらに、ＵＳＢインターフェースまたはＩＥＥＥ１３９４インターフェースのデータフ
ォーマットをＲＳ２３２直列インターフェースのデータフォーマットにマップすることに
よって、仮想ＲＳ２３２直列インターフェースを生成するドライバのステップを含んでい
る無線データ通信方法。
【請求項２】
　無線通信ネットワークは、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、ＣＤＭＡ、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２００
０またはＣＤＰＤであることができることを特徴とする請求項１記載の無線データ通信方
法。
【請求項３】
　データ処理システムと無線データ通信装置をＵＳＢまたはＩＥＥＥ１３９４インターフ
ェースによって接続するインターフェースモジュールと、
　データ情報を無線通信ネットワークを介して受信または送信する無線トランシーバモジ
ュールと、
　無線トランシーバモジュールと接続され、無線トランシーバモジュールと無線ネットワ
ーク加入者識別カードとの間に標準的なインターフェースを提供する無線ネットワーク加
入者識別モジュールと、
　無線データ通信装置にデータ処理システムの外部記憶機能を実行すること可能にさせる
記憶媒体モジュールと、
　インターフェースモジュールおよび無線トランシーバモジュールと接続され、ＵＳＢま
たはＩＥＥＥ１３９４規格動作を行い、インターフェースモジュールを介して無線トラン
シーバモジュールとデータ処理システムとの間のデータ送信を行うようにその無線トラン
シーバモジュールを制御する制御装置モジュールとを具備し、
　前記制御装置モジュールが、無線データ通信装置とデータ処理システムとの間の通信を
成し遂げる第１のファームウェアソフトウェアと、第１のファームウェアソフトウェアか
ら独立し、記憶媒体モジュールの読み書きのオペレーションを制御する第２のファームウ
ェアソフトウェアとを有し、
　データ処理システムが、無線データ通信装置を制御し駆動することをデータ処理システ
ムに許可する無線データ通信装置のドライバを備え、そのドライバが、ＵＳＢインターフ
ェースまたはＩＥＥＥ１３９４インターフェースのデータフォーマットをＲＳ２３２直列
インターフェースのデータフォーマットにマップすることによって、仮想ＲＳ２３２直列
インターフェースを生成するようにアレンジされ、そのドライバが、無線データ通信装置
に外部記憶機能を実行させるために記憶動作コマンドをパッケージングして第２のファー
ムウェアソフトウェアに送信することに適していることを特徴とするデータ処理システム
用の無線データ通信装置。
【請求項４】
　さらに、制御装置モジュールと接続され、ユーザのアイデンティティを確認するために
識別コードを記憶する識別コードモジュールを備えていることを特徴とする請求項３記載
の無線データ通信装置。
【請求項５】
　記憶媒体モジュールが、制御装置モジュールと接続され、データドキュメントおよび種
々の情報を記憶することを特徴とする請求項３記載の無線データ通信装置。
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【請求項６】
　さらに、インターフェースモジュールを介して接続されている無線データ通信装置の動
作電源を備えていることを特徴とする請求項３記載の無線データ通信装置。
【請求項７】
　無線通信ネットワークは、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、ＣＤＭＡ、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２００
０またはＣＤＰＤであることができることを特徴とする請求項３記載の無線データ通信装
置。
【請求項８】
　無線トランシーバモジュールと制御装置モジュールとの間の接続は、標準的なＲＳ２３
２インターフェースであることを特徴とする請求項３記載の無線データ通信装置。
【請求項９】
　無線データ通信装置はさらに、この無線データ通信装置の動作状態を示す指示素子を備
えていることを特徴とする請求項３記載の無線データ通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ情報の伝送に関し、とくに、公衆無線ネットワークを使用して通信す
るデータ処理システムのための方法およびその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータ技術およびインターネットの急速な発達により情報時代が到来した。しか
しながら、コンピュータおよびインターネットは、公衆交換電話網によって、あるいは別
の専用ネットワークインターフェースによって接続される必要がある。これは、情報の送
信または受信を所望しているが、使用可能なネットワーク接続を見つけることのできない
旅行中の人々にとっては不便である。移動電話の普及は人々に普通ではできない通話を可
能にし、移動電話のショートメッセージサービスはまた通常の通信要求に合致している。
しかしながら、人々は情報サービスに対して種々のニーズを持っており、たとえば、証券
会社は、株式市場の瞬時に変化する情報をそのクライアントに即座に知らせる必要があり
、銀行は各銀行支店と瞬時におよび秘密保護されて安全に金融情報を交換する必要がある
。このような株式市場および金融情報はネットワーク伝送によって交換される必要があり
、時には、人々が繰返し調査するのに便利であるように記憶される必要がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、従来技術における上述した欠点を克服するためにデータ処理システム
の無線データ通信の方法および装置を提供することであり、それは、データ処理システム
が公衆無線ネットワークによって情報を受信および送信することを可能にする方法および
装置であり、この方法および装置は記億機能および加入者の識別コードを有している。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の目的は、以下の技術的解決方法によって達成されることができる：
　本発明によると、データ処理システムの無線データ通信方法は、
Ａ．データ情報を受信または送信することのできる無線トランシーバモジュールと、無線
データ通信装置を制御する制御装置モジュールと、インターフェースモジュールとがイン
ストールされた無線データ通信装置を提供し、物理的に、種々のモジュールは別々に存在
することが可能であるが、１または２個のモジュールに統合されることも可能であり、
Ｂ．直列、並列、または無線通信インターフェースに基づいて無線データ通信装置とデー
タ処理システムとの間に情報交換チャンネルを設定するステップを含んでおり、
Ｃ．データ情報を公衆無線ネットワークによって送信または受信するために無線トランシ
ーバモジュールを使用する無線データ通信装置を備えている。
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【０００５】
　本発明はさらに、データ処理システムの外部記憶機能を無線データ通信装置が行うこと
を可能にする記憶媒体モジュールを無線データ通信装置内にインストールするステップＤ
を含んでいる。
【０００６】
　本発明はさらに、識別コードモジュール中に記憶されている識別コードを無線データ通
信装置に提供するステップＥを含んでいる。
【０００７】
　本発明はさらに、無線データ通信装置を制御し、駆動する無線データ通信装置のドライ
バをデータ処理システムに設けるステップＦを含んでいる。
【０００８】
　本発明の直列または並列あるいは無線通信インターフェースは、ＵＳＢ（ユニバーサル
シリアルバス）、ＩＥＥＥ１３９４、ＰＣＭＣＩＡ、ＣＰまたはブルートゥースインター
フェースである。
【０００９】
　本発明において使用される公衆無線ネットワークは、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、ＣＤＭＡ、Ｗ
ＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００またはＣＤＰＤネットワークである。
【００１０】
　本発明の無線データ通信装置の動作電源は、直列または並列インターフェースによって
接続されている。
【００１１】
　本発明は無線データ通信装置の動作状態を示す機能を有し、その機能は動作状態指示モ
ジュール上の指示素子により行われる。
【００１２】
　本発明の指示素子は、ＬＥＤ、ＬＣＤ、バイブレータまたは音響器である。
【００１３】
　本発明はさらに、データが記憶媒体モジュール中に書込まれることを書込み保護機能に
より阻止されるように設計されている。
【００１４】
　本発明の無線データ通信装置上には、狭いスロットが設計されている。このスロット中
の電気コンタクトはＳＩＭ（加入者アイデンティティモジュール）カードの挿入のために
使用され、操作点はこの狭いスロットのそばに設定される。この操作点を押すことにより
、挿入されたＳＩＭカードはばねによって外に出されることができる。
【００１５】
　本発明によると、データ処理システムの無線データ通信装置は、データ処理システムと
無線データ通信装置を接続する直列、並列または無線通信インターフェースモジュールと
、制御装置モジュールと、および無線トランシーバモジュールとを備えており、制御装置
モジュールはインターフェースモジュールおよび無線トランシーバモジュールと接続され
、データ情報の流れをサポートし、また、制御装置モジュールは種々のモジュールの動作
を調整する。
【００１６】
　本発明はまた、フラッシュメモリを使用することが好ましい記憶媒体モジュールを備え
ている。
【００１７】
　本発明はさらに、識別コードを記憶する識別コードモジュールを備えている。
【００１８】
　本発明の直列、並列または無線通信インターフェースは、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、
ＰＣＭＣＩＡ、ＣＦまたはブルートゥースインターフェースである。
【００１９】
　本発明の無線データ通信装置の動作電源は、直列または並列インターフェースによって
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接続されている。
【００２０】
　本発明は、無線データ通信装置の動作状態を示す指示素子を備えている。
【００２１】
　本発明の指示素子は、ＬＥＤ、ＬＣＤ、バイブレータまたは音響器である。
【００２２】
　本発明はさらに、データが記憶媒体モジュール中に書込まれることを阻止するための書
込み保護スイッチを備えている。
【００２３】
　本発明の無線データ通信装置上には、狭いスロットが設計されている。このスロット中
の電気コンタクト、レバーおよびばねは、ＳＩＭカードを挿入して電気的に接続するため
に使用され、操作点はこの狭いスロットのそばに設定される。この操作点を押すことによ
り、挿入されたＳＩＭカードはばねによって外に出されることができる。
【００２４】
　本発明には、従来技術と比較して以下の利点がある。　
　本発明は、コンピュータホストのような種々のデータ処理装置と種々のインターフェー
スを介して接続することができ、無線電話網により、および移動電話会社（たとえば、Ｃ
ｈｉｎａ　Ｍｏｂｉｌｅ社、Ｃｈｉｎａ　Ｕｎｉｃｏｍ社等）によって提供されるショー
トメッセージ、音声、データ通信等の通信サービスを使用して、情報の受信および送信を
可能にする無線受信および送信モジュールを備えている。それは広い領域をカバーする利
点があり、常におよび低コストでオンラインである。本発明はまた無線アクセスの機能を
獲得するためにインターネットと接続されて、情報を送信または受信することができる。
【００２５】
　本発明には、以下の利点も有している：それは、電子識別カードとして使用されること
のできる識別コードを有しており、これはアプリケーションプログラムから直接呼出され
ることができ、通信データまたは装置自身の暗号化または認識を行うことも可能である。
本発明はまた記憶機能を備えることができ、無線データ通信装置にデータ処理システムの
外部記憶機能を行わせることができ、データ処理システムによって種々の種類の情報の入
力、出力および記憶を行うことが可能であり、アプリケーションソフトウェアおよびデー
タをフレキシブルにおよび都合よく記憶することもできる。本発明は、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ
１３９４、ＰＣＭＣＩＡ、ＣＰ、ブルートゥース、フラッシュメモリおよび無線通信等の
進歩した技術と関連付けられ、移動通信と移動記憶技術を適切に組合せ、情報を交換また
は記憶するために公衆無線ネットワークを使用する新しい方法を提供することができる。
製造された製品は小型で軽量であり、無線移動電話またはコンピュータのような装置の間
でクロスオーバーデータ転送を達成することができ、また、その記憶および無線通信性能
は信頼性が高く、優れている。本発明は、ＲＳ２３２直列インターフェースのデータフォ
ーマットにマップされたＵＳＢインターフェースのデータフォーマットを有しているため
、理論上は、直列ポートに基づいた通常のアプリケーションプログラムが修正なしで本発
明に適用可能である。、安全性、使いやすさ、汎用性、可搬性に関して通常の記憶通信製
品と比較されたとき、それには比類のない利点がある。１つのデータ処理システムは、装
置の利用度を改善し、システムの入力および出力のスループットを増加させ、情報をブロ
ックなしにバッチで送受信するために本発明のいくつかの装置を支持していることができ
る。このような機能はグループユーザの使用に適している。
【００２６】
　さらに本発明には、送信機および受信機の機能、音声信号を電気信号に変換する、ある
いは電気信号を音声信号に変換してそれらをスピーカから発生する機能を含む以下のよう
な利点を有している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、添付図面を参照として好ましい実施形態をさらに詳細に説明する。　
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　図１に示されているように、データ処理システムの無線データ通信の方法は、以下のス
テップを含んでいる：
Ａ．データ情報を受信または送信することのできる無線トランシーバモジュール8と、無
線データ通信装置を制御する制御装置モジュール17およびインターフェースモジュール5
とがインストールされた無線データ通信装置を提供し、物理的に、種々のモジュールは別
々に存在することが可能であり、１または２つのモジュールに統合されることも可能であ
り、
Ｂ．直列、並列、または無線通信インターフェースに基づいて無線データ通信装置とデー
タ処理システムとの間に情報交換チャンネルを設定するステップを含んでおり、
Ｃ．データ情報を公衆無線ネットワークによってデータ情報を送信または受信するために
無線トランシーバモジュール8を使用する無線データ通信装置を備え、
Ｄ．データ処理システムの外部記憶機能を無線データ通信装置に与えるために記憶媒体モ
ジュール11を無線データ通信装置内にインストールし、
Ｅ．識別コードモジュール3中に記憶されている識別コードを無線データ通信装置に与え
、
Ｆ．無線データ通信装置を制御し、駆動する無線データ通信装置のドライバをデータ処理
システムにおいて提供する。
【００２８】
　本発明の直列または並列あるいは無線通信インターフェースは、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３
９４、ＰＣＭＣＩＡ、ＣＰまたはブルートゥースインターフェースである。公衆無線ネッ
トワークには、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、ＣＤＭＡ、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００またはＣＤ
ＰＤネットワークが含まれる。無線データ通信装置の動作電源は、直列または並列インタ
ーフェースによって接続される。本発明の無線データ通信装置の動作状態を示す機能は、
動作モード指示モジュール上の指示素子により行われる。指示素子は、ＬＥＤ、ＬＣＤ、
バイブレータまたは音響器である。本発明は、データが記憶媒体モジュール11中に書込ま
れることを書込み保護機能により阻止されるように設計されている。ブルートゥースイン
ターフェースを使用したとき、無線データ通信装置の動作電源は電池または外部電源から
接続される。本発明において、狭いスロットが無線データ通信装置上に設計されている。
このスロット中の電気コンタクトはＳＩＭ（加入者アイデンティティモジュール）カード
の挿入のために使用され、操作点はこの狭いスロットのそばに設定される。この操作点を
押すことにより、挿入されたＳＩＭカードはばねによって外に出されることができる。
【００２９】
　図１に示されているように、データ処理システムの無線データ通信装置は、データ処理
システムと無線データ通信装置を接続する直列、並列または無線インターフェースモジュ
ール5と、制御装置モジュール17と、および無線トランシーバモジュール8とを備えており
、制御装置モジュール17はインターフェースモジュール5および無線トランシーバモジュ
ール8と接続され、データ情報の流れをサポートし、また、制御装置モジュール17は種々
のモジュールの動作を調整する。
【００３０】
　装置はまた記憶媒体モジュール11を備えており、フラッシュメモリを使用することが好
ましい。本発明は、識別コードを記憶する識別コードモジュール3を備えている。識別コ
ードは、本発明の装置のただ１つの製造番号または文字ストリングであり、また、ファー
ムウェアとして装置中に書込まれて修正されたその装置の電気識別カードであることがで
きる。識別コードはまた製造番号または文字ストリングのグループであることができる。
【００３１】
　装置の直列、並列または無線通信インターフェースには、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、
ＰＣＭＣＩＡ、ＣＦまたはブルートゥースインターフェースが含まれる。動作電源は、直
列または並列インターフェースを介して接続されている。本発明はさらに、無線データ通
信装置の動作状態を示す指示素子を備えている。本発明の指示素子は、ＬＥＤ、ＬＣＤ、
バイブレータまたは音響器である。本発明はまた、データが記憶媒体モジュール11中に書
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込まれることを阻止する書込み保護スイッチを備えている。
【００３２】
　本発明のデータ処理システムは、一般に、種々のパーソナルコンピュータ、ミニコンピ
ュータ、データ処理ワークステーション、および外部記憶装置を必要とする種々の専用デ
ータ処理システムを含む、データを処理することのできる種々の電子装置のことであるが
、それらだけに限定されない。
【００３３】
　本発明のハードウェア構造は図１に示されている複数のモジュールに分けられる。以下
、種々の主モジュールの主要な機能をそれぞれ説明する。
【００３４】
　電源モジュール1は電力を本発明の無線データ通信装置に供給し、ホストＵＳＢバスに
より供給された直流＋５Ｖ電源を＋３．３Ｖに変換して、記憶媒体モジュールおよび無線
トランシーバモジュールの動作の電力要求を満足させる。図面の接続ラインを簡単にする
ために、図１において電源1とその他のモジュールとの間の全ての接続ラインは省略され
ている。図２に示されているように、Ｖ　ＢＵＳは、ホストのＵＳＢバスのために設けら
れた直流＋５Ｖ電源であり、これはチップＵ４および並列接続されたフィルタ処理キャパ
シタＣ１３、Ｃ１４、Ｃ１５、Ｃ１６によって３．３Ｖ電源に変換される。
【００３５】
　本発明の動作状態指示モジュール2は、無線トランシーバの動作状態の指示およびイン
ターフェースの接続状態の指示を行う。このモジュールの主要な機能は、ネットワークを
サーチすると共に情報を送受／受信しながら無線トランシーバの動作状態を示す１つの部
分と、本発明の無線データ通信装置とインターフェースとの間の接続が正常に動作してい
るか否かを示す別の部分の２つの部分を含んでいる。図面を簡単にするために、図１にお
いて、動作指示モジュール2とその他のモジュールとの間の接続ラインは省略されている
。図３に示されているように、無線トランシーバモジュール8からのフラッシュ信号はト
ランジスタＱ１のベース電極に入力し、Ｖ　ＢＵＳは電力を供給して、無線送信／受信状
態を示すように発光ダイオードＬＥＤ１を制御する。制御装置モジュール17からのＳＴ状
態信号とＶ　ＢＵＳ　２＋５Ｖ電源は、インターフェース（たとえば、ＵＳＢ）の接続状
態を示すように発光ダイオードＬＥＤ３を制御する。動作状態指示モジュール2は、ＬＥ
Ｄ、ＬＣＤ、バイブレータまたは音響器である指示素子を含んでいる。
【００３６】
　識別コードが製造番号または文字ストリングだけであることのできる識別コードモジュ
ール3は、本発明の装置の電子識別カードとして使用されることができ、暗号化／解読ア
ルゴリズム用の暗号キーを提供することができる。識別コードモジュール3は、単一バス
のモードで制御装置モジュール17と接続されることができる。図４に示されているように
、このモジュールはＤＳ２４０１チップＵ６を使用し、Ｖ　ＢＵＳ１直流＋５Ｖが電力を
供給する。識別コードは装置中において確認されることができ、修正されることも可能で
ある。識別コードはまた、製造番号または文字ストリングのグループであることもできる
。
【００３７】
　無線ネットワーク加入者識別モジュール4の主要な機能は、無線トランシーバモジュー
ル8とこの無線ネットワーク加入者識別モジュールとの間に標準的なインターフェースを
提供することである。識別カードは、主に加入者の関連情報を記憶するために使用される
ＳＩＭ（加入者識別モジュール）カードであることができるが、それに限定されない。こ
のモジュール4は識別カードインターフェースを介して無線トランシーバモジュール8に接
続される。図５に示されているように、このモジュールはＳＩＭカードソケットＣＯＮ４
および混信防止チップＵ７を使用し、ＣＯＮ４およびＵ７のＳＩＭＤＡＴＡ、ＳＩＭＶＣ
Ｃ、ＳＩＭＲＳＴのピンが無線トランシーバモジュール8と並列に接続される。モジュー
ル4および無線トランシーバモジュール8は２つの別々のモジュールであるが、統合される
ことができる。
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【００３８】
　インターフェースモジュール5は、データ処理システムと無線データ通信装置とを接続
する直列、並列または無線通信インターフェースを提供する。直列、並列または無線通信
インターフェースはＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、ＰＣＭＣＩＡ、ＣＰまたはブルートゥー
スインターフェースである。この実施形態では、ＵＳＢインターフェースが使用されてい
る。
【００３９】
　制御装置モジュール17は、無線データ通信制御モジュールおよび記憶制御モジュールを
含んでいる。無線データ通信制御モジュールおよび記憶制御モジュールは別々であること
ができ、また、統合されることができる。第１のファームウェアソフトウェアは制御装置
モジュール17中において確認される。その主要な機能は、標準的なＲＳ２３２直列ポート
を介して無線トランシーバモジュール8と通信することである。それは、直列、並列また
は無線通信インターフェースを制御する機能を備え、インターフェースモジュール5を介
してホストと通信する。図７に示されているように、モジュールは、ＵＳＢインターフェ
ース制御の機能を備えたマイクロプロセッサである６４ＰＩＮ専用処理チップＵ５を使用
する。図中のＸＴ２は６ＭＨｚの結晶発振器である。第２のファームウェアソフトウェア
はまた制御装置モジュール17中において確認される。その主な機能は、インターフェース
を制御し、インターフェースモジュール5と通信し、また、記憶媒体（たとえば、フラッ
シュメモリ）モジュール11の主制御チップとして記憶媒体の読出しおよび書込みのような
動作を制御することである。図１１に示されているように、このモジュールは、ＵＳＢイ
ンターフェース制御の機能を備えた６４ＰＩＮ　ＮＴ２００７専用マイクロプロセッサＵ
９を使用する。図中のＸＴ３は８ＭＨｚの結晶発振器である。第１のファームウェアソフ
トウェアおよび第２のファームウェアソフトウェアは別々であってもよく、また、統合さ
れてもよい。
【００４０】
　制御装置モジュール17中の無線データ通信制御モジュールおよび記憶制御モジュールは
別々であり、インターフェースモジュール5はＵＳＢ　ＨＵＢモジュール6と接続されてい
る。ＵＳＢ　ＨＵＢモジュール6の主要な機能は、制御装置モジュール17とインターフェ
ースモジュール5との間で通信を行うために、制御装置モジュール17中において無線デー
タ通信制御モジュールおよび記憶制御モジュールを接続する２つの下方ＵＳＢポートを制
御装置モジュール17に提供することである。図６に示されているように、ＵＳＢ　ＨＵＢ
モジュール6はＮＴ００５チップを使用してＵＳＢ　ＨＵＢ機能を行う。チップＮＴ００
６はＮＴ００５用の電流保護チップである。外部クロック周波数は６ＭＨｚである。
【００４１】
　無線トランシーバモジュール8の主要な機能は、制御装置モジュール17と無線ネットワ
ーク加入者識別モジュールとの間で無線ネットワーク加入者識別モジュールを介して通信
を行い、ＳＭＳ、ＤＡＴＡ、ＦＡＸ、音声等のデータ情報を受信または送信することであ
る。本発明において、無線トランシーバモジュール8は、ユニバーサルＳＩＭカードイン
ターフェースを介してモジュール4と接続され、標準的なＲＳ２３２インターフェースを
介して制御装置モジュール17と接続され、５０オ－ムの高周波給電線によってトランシー
バアンテナ9と接続される。図８に示されているように、無線トランシーバモジュール8は
ＳｉｅｍｅｎｓＴＣ３５モジュールのチップを使用することができ、この場合の本発明の
無線データ通信装置はＧＳＭネットワークにおいて動作することができる。無線トランシ
ーバモジュール8は図９に示されているＷａｖｅｃｏｍ　ＷＩＳ０２Ｃモジュールを使用
することができ、無線データ通信装置はＧＳＭネットワークおよびＧＰＲＳネットワーク
において動作可能である。無線トランシーバモジュール8はまた図１０に示されているＵ
ｂｉＮｅｔｉｃｓ　ＧＭ４００／ＧＭ４０１モジュールを使用することができ、この場合
の本発明の無線データ通信装置はＧＳＭネットワークおよびＧＰＲＳネットワークにおい
て動作することができる。無線トランシーバモジュール8はまた、本発明の無線データ通
信装置がＣＤＭＡおよびその他のネットワークにおいて動作することができるように別の
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モジュールを使用することができる。
【００４２】
　トランシーバアンテナ9の機能は、無線トランシーバモジュールの出力インピーダンス
を高周波給電線と整合させることである。５０オームのユニバーサル二重周波数移動電話
アンテナがトランシーバアンテナ9を実現するために使用可能である。トランシーバアン
テナ9は個別のものであってもよく、また、無線トランシーバモジュール8と統合されても
よい。
【００４３】
　記憶媒体モジュール11の機能は、データファイルおよび全種類の情報を記憶することで
ある。このモジュールは、データ信号および制御信号のレベル変換回路を含んでいる。記
憶媒体は、フラッシュメモリ、ＭＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ＳＤＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＳＲＡ
ＭおよびＥＰＲＯＭを含む半導体記憶媒体であることができるが、これに限定されない。
図１２に示されているように、モジュールはＦＬＡＳＨ１チップＵ８および７４ＬＣＸ２
４５チップＵ１０を使用し、Ｕ１０は＋５Ｖ信号レベルを＋３．３Ｖ信号レベルに変換す
るためにデータ信号ＦＤ０－ＦＤ７のレベル変換を行うために使用される。抵抗ネットワ
ークＲ４７、Ｒ４８、Ｒ４９、Ｒ５０、Ｒ５１、Ｒ５２、Ｒ５３、Ｒ５４、Ｒ５５、Ｒ５
６は、制御信号のレベル変換を制御するために、すなわち、＋５Ｖ信号レベルを＋３．３
Ｖ信号レベルに変換するために使用される。
【００４４】
　送信機／受信機モジュール12は、音声信号を受信し、音声信号を電気信号に変換し、あ
るいは電気信号を音声信号に変換してこれらの信号をスピーカから発生する機能を備えて
いる。送信機／受信機モジュール12と無線トランシーバモジュール8との間の接続は、ア
ナログ信号を両方向に送信することを可能にする。送信機／受信機モジュール12は市販さ
れている種々のタイプのモジュールを使用することができる。
【００４５】
　本発明のファームウェアはソフトウェアとハードウェアの組合せであり、マイクロプロ
セッサ中において確認されるソフトウェアである。マイクロプロセッサが給電された後、
リセットするまでマイクロプロセッサ中で確認されるファームウェアを実行することによ
り、設計者により要求される一連の動作が行われる。図１３には、本発明のアプリケーシ
ョンソフトウェアにおけるファームウェアの位置、およびファームウェアとオペレーティ
ングシステムとドライバとの間の関係が示されている。本発明のドライバは、ホストコン
ピュータシステムのオペレーティングシステム中において動作する。
【００４６】
　第１のファームウェアが主に行う機能には以下のものが含まれる：
ａ．パワーオンおよび初期化；マイクロプロセッサの直列ポートは逐次の送信／受信割込
みに設定され、直列ボーレートは９６００ビット／秒であることができる
ｂ．ＵＳＢシステムの設定；ＵＳＢインターフェースの設定はメッセージ転送インターフ
ェースおよびデータインターフェースであり、メッセージ転送インターフェースは割込み
伝送として定義され、データインターフェースは、加入者に識別コードを転送することを
目的とする製造業者ユーザ定義クラス（ｌａｓｓ）であるバッチ伝送として定義される
ｃ．無線トランシーバモジュール8の制御
ｄ．無線間トランシーバモジュール8とＵＳＢインターフェースとの間におけるデータの
両方向伝送の実行。
【００４７】
　本発明は、３２Ｋ　ＳＲＡＭをデータバッファとして使用し、したがってデータを受信
および送信する速度は著しく増加する。
【００４８】
　図１４には、第１のファームウェアの動作フローが示されている。　
　ユーザが本発明の無線データ通信装置をコンピュータの対応したインターフェース中に
挿入したとき、パワーオン時にオペレーティングシステムが自動的に装置のドライバを発
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見し、マイクロプロセッサはそこにおいて確認されるファームウェアをすぐに実行し始め
る。それは、以下のステップを含んでいる：
ａ．マイクロプロセッサおよびその周辺インターフェースチップを初期化し、
ｂ．オペレーティングシステムがＵＳＢインターフェースチップの制御通路をチェックす
ると同時にＵＳＢインターフェースチップがマイクロプロセッサへの割込みを発生し、そ
の後、マイクロプロセッサがＵＳＢインターフェースチップを動作することによりオペレ
ーティングシステムと接続し、それによって、一連の標準的なＵＳＢ構成の後、本発明の
無線データ通信装置に適したドライバが全てロードされ、
ｃ．マイクロプロセッサは、コードが識別、暗号化等のアプリケーションプログラムにお
いてフレキシブルに適用されることができるが特有のコードをオペレーティングシステム
に与えるように製造業者のユーザ定義構成のリクエストにより識別コードモジュール3に
アクセスし、マイクロプロセッサはオペレーティングシステムのリクエストにしたがって
無線トランシーバモジュール8の動作状態を制御し、
ｄ．マイクロプロセッサは、データ伝送に対するリクエストが存在するとき、ベース層オ
ペレーティングシステムと無線トランシーバモジュールとの間でデータを送信する。
【００４９】
　本発明の第２のファームウェアの動作フローは図１５に示されている。ファームウェア
は装置を初期化し、無線データ通信装置および記憶装置がデータ処理システムに接続され
た後、移動記憶装置の構成をオペレーティングシステムに示し、また、それは動作リクエ
ストを待って、フラッシュメモリの標準的なＵＳＢ動作および特殊動作をそれぞれ処理し
、その後フラッシュメモリの標準的なＵＳＢ動作および特殊動作の実行を支援するために
ＵＳＢインターフェースを介して処理結果、状態またはその他の情報をホストオペレーテ
ィングシステムに戻し、動作リクエストの待機を続ける。
【００５０】
　本発明は、通信機能および記憶機能を行うことのできるドライバを有することができる
。一般的に述べると、通常のドライバは、コンピュータハードウェアに接続するソフトウ
ェアインターフェースを提供し、オペレーティングシステムの一部としてロードされる。
したがって、ユーザアプリケーションソフトウェアは、ハードウェアの制御方法を考慮せ
ずに標準的な方法でこのハードウェアにアクセスすることができる。本発明のドライバも
またこのような機能を提供する。それは、このアプリケーションソフトウェアにユニバー
サルプログラミングインターフェースにより本発明の装置を動作させる。たとえば、無線
データ送信／受信ドライバは、ネットワーク接続を設定し、ショートメッセージを送信／
受信する等の機能と、ホストオペレーティングシステムと協同してハードウェアの設置、
除去のアクティビティを処理する機能とを備えている。ドライバは、本発明の製品の汎用
性および信頼性を改善するためにＵＳＢ規格を使用することが好ましい。通常のコンピュ
ータ周辺装置のドライバとは異なったドライバの主要なタスクの１つは、ＵＳＢインター
フェースのデータフォーマットをＲＳ２３２直列インターフェースのデータフォーマット
にマップさせることである。したがって、本発明はオペレーティングシステムおよびアプ
リケーションプログラムに関して直列装置である。理論的には、直列ポートに基づいた通
常のアプリケーションプログラムが修正無しに本発明に適用されることができる。これに
は、本発明のドライバが仮想ＲＳ２３２直列インターフェースを設定する必要がある。さ
らに、ドライバは、マルチポート設置、装置の突然の除去等の状況を処理しなければなら
ない。
【００５１】
　仮想直列ポートを設定する主なステップは、以下のとおりである：
ステップ１：本発明に対して機能ドライバを提供し、直列ポートの物理的ドライブオブジ
ェクト（ＰＤＯ）を列挙するバスドライバがプログラムされる。仮想直列ポートを設定す
る第１のステップはドライバにおいてそれを列挙し、その後適切な通知を受取った後にそ
の仮想ポートを表現するために新しいドライブオブジェクトを設定することである。
【００５２】
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　仮想ポートの設定後、バスドライバは、装置関係ＩＯ無効化を呼出すことにより入力／
出力マネジャに通知し、その後ＩＲＰ　ＱＵＥＲＹ　ＩＤを受取った後に特有のハードウ
ェアＩＤを戻す。それによって、設置期間中にファイルをセットアップする新しい位置を
選択するようにユーザに指示することが確実にされることができる。他方において、ドラ
イバは、それがＩＲＰ　ＭＮ　ＱＵＥＲＹ　ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＩＥＳを受取ったときに
装置を元の装置として示さなければならない。
【００５３】
　ステップ２：新しい装置を設置し、装置スタック中に機能ドライバが存在しないことを
入力／出力マネジャに知らせるために設置ファイルが提供される。それはもとの装置であ
るため、新しい物理的な装置オブジェクトは直接入力／出力リクエストパッケージを処理
する。
【００５４】
　ステップ３：直列ポートに基づいた既存のアプリケーションプログラムに本発明の装置
にアクセスする機能をもたせるために、それはまた、
１．ＩＲＰ　ＭＮ　ＳＴＡＲＴ　ＤＥＶＩＣＥが受取られたときに仮想ポート装置を指す
文字名接続を設定し、
２．名前が仮想ポート装置の装置名であり、その番号がクラス設置サーバによって割当て
られた仮想ポート装置のポート番号であるクラスＲＥＧ　ＳＺの登録項目を登録フォーム
内の直列マッピング位置において設定する必要がある。
【００５５】
　ステップ４：その時、ドライバは任意の直列アプリケーションプログラム（たとえば、
ハイパーターミナル、Ｄｉａｌ　Ｕｐネットワーキング等）から入力／出力リクエストパ
ッケージを受取り始めることができる。仮想ポートは、種々の直列ＩＯＣＴＬ　ＩＲＰを
処理することによりフルサイズ直列ポートであることができる。
【００５６】
　上記において、ＩＲＰ　ＸＸＸとは、ＩＯＣＴＬ　ＩＲＰの名称のことである。説明さ
れていない他のものは全て、ＩＯレジスタ装置インターフェースのような機能名称である
。
【００５７】
　ＵＳＢプロトコルは、プラグインまたはアウトをサポートするが、まず第１にユーザは
、装置が安全に除去される前に、ハードウェア安全除去アプリケーションを実行しなけれ
ばならない。このプログラムは、ユーザがその装置を除去するつもりであることをオペレ
ーティングシステム（たとえば、Ｗｉｎｄｏｗｓ（Ｒ））に知らせ、オペレーティングシ
ステムは現在のデータ伝送を中断して装置ドライバをアンインストールするであろう。ユ
ーザがハードウェア安全除去アプリケーションを先に実行せずに装置を直接除去した（こ
れは通常不意の除去と呼ばれている）場合、それはデータ損失またはシステム崩壊を生じ
させる可能性がある。何故ならばこれは、アプリケーションプログラムが依然として、Ｐ
ｎＰマネジャにより許されない装置ハンドルを有しているためである。本発明は、装置ハ
ンドルの割当てを適当なときに解除するようにアプリケーションプログラムに知らせるこ
とによりドライバにおけるこの問題を解決する。
【００５８】
　Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００およびＷｉｎｄｏｗｓ９８はＰｎＰ事象のユーザモデルおよび
カーネルモデルを通知する方法を提供するので、そのためアプリケーションプログラムは
メッセージＷＭ　ＤＥＶＩＣＥＣＨＡＮＧＥを処理することによりシステム内のハードウ
ェアおよび電源の構成の変更をモニタして制御することができ、または、あるドライバが
登録できるまたはできないようにすることのできる装置インターフェースを容易にテスト
することができる。
【００５９】
　実際の構成は、２つの部分、すなわち、装置ドライバとアプリケーションプログラムと
に分割されることができる。
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【００６０】
　装置ドライバ：物理的装置オブジェクトがＩＲＰ　ＭＮ－ＳＴＡＲＴ　ＤＥＶＩＣＥを
受取ったとき、インターフェースＧＵＩＤ（全体的に特有の識別子）は、ＩＯレジスタ装
置インターフェースの機能を呼出すことによって登録されることができ、その後このイン
ターフェースはＩＯ設定装置インターフェース状態の機能を呼出すことによりエネーブル
されることとなる。
【００６１】
　アプリケーションプログラム：ウインドウおよびメッセージサイクルを含む現在のスレ
ッドが設定または使用され、これから装置登録通知機能が呼出され、その後ＰｎＰマネジ
ャは、誰かがドライバインターフェースＧＵＩＤをエネーブルまたはディスエーブルした
ときに、ＷＭ　ＤＥＶｔＣＥＣＨＡＮＧＥメッセージをウインドウに送る。ここで、アプ
リケーションプログラムは、ｗＰａｒａｍ（事象コード）がＤＢＴ　ＤＥＶＩＣＥＱＵＥ
ＲＹＲＥＭＯＶＥに等しいことに気づかなければならず、装置タイプはＤＢＴ　ＤＥＶＴ
ＹＰ　ＨＡＮＤＬＥのＷＭ　ＤＥＶＩＣＥＣＨＡＮＧＥメッセージである。このメッセー
ジは、そのインターフェースがディスエーブルされようとしていることを意味する。した
がって、その装置ハンドルは終結されなければならない。その後、メッセージのプロセス
プログラムにおいてＴＲＵＥが無条件に戻されなければならない。
【００６２】
　本発明の装置は、本発明の多くの無線データ通信装置を有するデータ処理システムを参
照するマルチポート内に設置されることができ、同時アクセスがここに存在する。同時ア
クセスは、同じ装置を読出し／書込むためにアプリケーションプログラムが非同期アクセ
スモードを使用することを可能にし、これによって装置の利用度が改善され、システムの
出力／入力のスループットが高められることができる。この技術を使用して、本発明はシ
ョートメッセージをブロックなしにバッチで受信／送信することができる。この機能はグ
ループユーザに非常に適している。同時アクセスの実現は、最初に、装置オブジェクトが
設定されたときに排他モードが指定されなければならず、第２に、上位ソフトウェア（ア
プリケーションプログラム）からの読出し／書込みリクエスト（ＩＲＰ　ＭＪ　ＲＥＡＤ
およびＩＲＰ　ＭＪ　ＷＲＩＴＥ）が受取られたときに、それらが待ち行列に入れられ、
それらが適当なときに終了されることである。
【００６３】
　図１６には、本発明のドライバを記憶するフローが示されている。ドライバは初期化を
行うように移動通信装置を制御し、移動記憶装置の構成をオペレーティングシステムに示
し、加入者識別をパスした後に動作リクエストを待機し、書込み記憶モジュール11（フラ
ッシュメモリであることができる）の動作リクエストを処理し、記憶動作コマンドをパッ
ケージ化して、それをオペレーティングシステムを通ってファームウェアに送り、ＰｎＰ
または別のサポートされた動作を同時に処理する。動作リクエストは、本発明の装置がプ
ルアウト（ｐｕｌｌ　ｏｕｔ）される前に待機されており、オペレーティングシステムは
、移動記憶装置がプルアウトされた後にその構成を除去するように示される。通信機能を
行うドライバおよび記憶機能を行うドライバは別々であってもよく、組合せられてもよい
。
【００６４】
　本発明は、ホストと接続するためにＵＳＢインターフェースを使用することができ、接
続動作をすることができ、ユニバーサル直列バス、移動記憶技術および移動通信技術と関
連付けられ、移動電話会社から提供される通信サービスを直接使用して、無線移動電話と
コンピュータとの間でデータ伝送を行い、優れた信頼性の高い移動記憶および無線通信性
能ならびに無線アクセスの機能を提供し、スピーチ、データ、ショートメッセージ、制御
情報等を含む無線データ情報を受信および送信することができる。本発明の装置は、コン
ピュータをインターネットの公衆無線ネットワークターミナルにすることができる。
【００６５】
　本発明は、ＵＳＢ１．１／２．０規格を満足させるためにＵＳＢバスから直接電源（４
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．５Ｖ乃至５．５Ｖ）を提供することができ、また、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、ＣＤＭＡ、ＷＣ
ＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＣＤＰＤおよび別の無線通信ネットワークに適用されること
ができる。それは、電子識別子を統合する機能を有している。本発明の各無線データ通信
装置は、固有の製造番号を有している。
【００６６】
　本発明は、銀行、証券会社、保険会社、先物取引のような金融分野に適応されることが
でき、元の有線ネットワークを、それより速く安全で便利で経済的な無線ネットワークに
変更している。本発明はまた、民間航空、鉄道、公共セキュリティ、環境保護、石油化学
産業、海運産業、およびチケットの遠隔販売、遠隔制御のような他の産業に適応されるこ
とができる。
【００６７】
　図１７には、本発明の適用される典型的なネットワーク図が示されている。ソフトウェ
アを有するショートメッセージサービスプラットホームのサービスセンタは、ネットワー
クケーブルによってイントラネットに接続され、ショートメッセージを従業員またはクラ
イアントの移動局ならびに本発明の無線データ通信装置を設定したコンピュータと交換す
ることができる。本発明の無線データ通信装置を設定したこれらのコンピュータはまたイ
ンターネットと接続することができる。
【００６８】
　図１８には、本発明のＳＩＭカードの挿入構造図が示されている。狭い幅のスロット20
が無線データ通信装置上に設計されており、ＳＩＭカード28を挿入して電気接続するため
にこのスロット中において電気コンタクト21、レバー22およびばね23が使用され、また、
操作点24が狭いスロット20のそばに設けられている。この操作点24を押すことにより、挿
入されたＳＩＭカードはばねによって外に出されることができる。
【００６９】
　本発明を適用することにより、コンピュータは無線モードでインターネットに直接接続
することが可能になる。したがつて、インターネット上での多くの種類の取引発展が場所
によって制限されず、無線モードで行われるので、コンピュータはスーパー無線移動端末
になる。重要な取引の安全性を確実にするために、暗号記憶機能は特別なソフトウェアを
使用して、ソフトウェア、データ、通信等を暗号化するために本発明の加入者識別コード
により行われる。
【００７０】
　たとえば、ソフトウェアを生成するショートメッセージサービスプラットホームは、便
利でフレキシブルな情報サービスをクライアントおよび従業員に提供するために現在のシ
ョートメッセージ通信のような移動電話通信モードを使用する銀行、有価証券取引および
企業においてクライアントサービスシステムを提供する。それは、ソフトウェアが特別に
提供されることなく、トランザクションタイプおよびプロセスに対するパラメータを含む
ショートメッセージを直接適用することができる。さらに、ソフトウェアのダウンロード
、インストールを必要としないがＰｎＰであることが可能で都合よく使用され維持される
ことのできるサービスソフトウェアが、本発明の無線データ通信装置の記憶装置内に支持
されることができる。それを使用するエンティティは、ダイヤルする必要なしに、しかし
依然として廉価にシステムのセット全体を直接製造して発送することができる。それは広
範囲の用途をカバーし、取引のセキュリティをさらに保証するためにソフトウェア／ハー
ドウェア暗号化を使用することができ、したがって個人専用のものにされる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明による技術的解決方法の概略ブロック図。
【図２】電源モジュール1の概略回路図。
【図３】動作状態指示モジュール2の概略回路図。
【図４】識別コードモジュール3の概略回路図。
【図５】ＳＩＭカードのインターフェース4の概略回路図。
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【図６】ＵＳＢ　ＨＵＢモジュール6の概略回路図。
【図７】制御装置モジュール17における無線データ通信制御モジュールの概略回路図。
【図８】Ｓｉｅｍｅｎｓ　ＴＣ３５モジュールを使用する無線トランシーバ8の概略回路
図。
【図９】Ｗａｖｅｃｏｍ　ＷＩＳ０２Ｃモジュールを使用する無線トランシーバ8の概略
回路図。
【図１０】ＵｂｉＮｅｔｉｃｓ　ＧＭ４００／ＧＭ４０１モジュールを使用する無線トラ
ンシーバ8の概略回路図。
【図１１】制御装置機能モジュール17における記憶媒体制御モジュールの概略回路図。
【図１２】記憶媒体モジュール11の概略回路図。
【図１３】本発明によるアプリケーションシステムにおけるドライバおよびファームウェ
アの位置の概略回路図。
【図１４】本発明による第１のファームウェアのフロー図。
【図１５】本発明による第２のファームウェアのフロー図。
【図１６】本発明による第２のドライバのフロー図。
【図１７】本発明を使用する典型的なネットワークの概略図。
【図１８】本発明によるＳＩＭカードの挿入構造の概略図。

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図９】



(16) JP 4394455 B2 2010.1.6

【図１０】 【図１１】
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【図１６】 【図１７】
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