
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
セルラ通信およびコードレス通信がマルチモード送受話器を介して行われるマルチモード
通信ネットワークにおけるコードレス基地局をプログラミングする方法であって、
送受話器をセルラ陸上ステーションを識別するデータでプログラミングし、
第１に、コードレス基地局プログラミングデータを 起動システムから前記送受
話器に転送し、
第２に、前記送受話器が前記の識別されたセルラ陸上ステーションの無線カバー領域にあ
る間に、 前記コードレス基地局プログラミン
グデータを前記送受話器から前記コードレス基地局に転送する諸ステップを含むことを特
徴とするコードレス基地局プログラミング方法。
【請求項２】
前記第２転送ステップに先立ち、前記送受話器が前記セルラ陸上ステーションの前記無線
カバー領域にあることを確認するステップを含む請求項１記載のコードレス基地局プログ
ラミング方法。
【請求項３】
前記第２転送ステップが、前記送受話器と前記コードレス基地局との間に、前記送受話器
により開始されるＲＦ通信セッションを設定するステップを含む請求項１記載のコードレ
ス基地局プログラミング方法。
【請求項４】
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前記第１転送ステップが、前記送受話器から無線周波数エネルギを第１の電力レベルにて
伝送するステップを含み、
前記第２転送ステップが、前記送受話器から無線周波数エネルギを前記第１電力レベルよ
りも低い第２の電力レベルにて伝送するステップを含む請求項１記載のコードレス基地局
プログラミング方法。
【請求項５】
前記第２転送ステップにおいて転送される前記プログラミングデータが、前記送受話器に
コードレス通信を提供するように前記コードレス基地局を起動し、
第３に、前記コードレス基地局が起動された後に、コードレス基地局更新プログラミング
データを 起動システムから前記送受話器に転送し、
第４に、前記コードレス基地局更新プログラミングデータを前記送受話器から前記コード
レス基地局に転送する諸ステップを含む請求項１記載のコードレス基地局プログラミング
方法。
【請求項６】
セルラ通信およびコードレス通信がマルチモード送受話器を介して行われるマルチモード
通信ネットワークにおけるコードレス基地局をプログラミングする方法であって、

第１に、前記 起動システムと前記送受話器との間に前記 起動システ
ムにより開始される第１のＲＦ通信セッションを設定することによって、コードレス基地
局プログラミングデータを 起動システムから前記送受話器に転送し、
第２に、

前記送受話器と前記コードレス基地局との間に前記送受話器により開始される第
２のＲＦ通信セッションを設定することによって、前記コードレス基地局プログラミング
データを前記送受話器から前記コードレス基地局に転送する諸ステップを含むことを特徴
とするコードレス基地局プログラミング方法。
【請求項７】
セルラ動作に参入するために前記送受話器を起動するステップを含み、該起動ステップが
、前記第１転送ステップに先立って完了している請求項６記載のコードレス基地局プログ
ラミング方法。
【請求項８】
セルラ通信およびコードレス通信がマルチモード送受話器を介して行われ、かつ共通のチ
ャンネルプールから選択されるチャンネルが前記セルラ通信および前記コードレス通信を
行うために使用されるマルチモード通信ネットワークにおけるコードレス基地局をプログ
ラミングする方法であって、
前記チャンネルプールのコードレスサブセットを定めるように、前記コードレス基地局を
構成し、
第１に、前記コードレス基地局プログラミングデータを 起動システムから前記
送受話器に転送し、
前記送受話器と前記コードレス基地局を、前記チャンネルプールの前記コードレスサブセ
ットに含まれない予定されたチャンネルに同調させ、
第２に、前記送受話器と前記コードレス基地局との間に、前記送受話器により開始される
ＲＦ通信セッションを設定することによって、前記コードレス基地局プログラミングデー
タを前記送受話器から前記コードレス基地局に転送し、
前記第２転送ステップの後、前記チャンネルプールの前記コードレスサブセットにより選
択されるチャンネルを使用して前記送受話器と前記コードレス基地局との間のユーザ通信
に参入する諸ステップを含むことを特徴とするコードレス基地局プログラミング方法。
【請求項９】
前記同調ステップ後かつ前記第２転送ステップ前に、前記予定されたチャンネルが使用下
にないことを確認するステップを含む請求項８記載のコードレス基地局プログラミング方
法。
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【請求項１０】
セルラ通信およびコードレス通信がマルチモード送受話器を介して行われるマルチモード
通信ネットワークにおけるコードレス基地局をプログラミングする方法であって、
起動された最小アクセス信号強度スレッショルドを定めるようにコードレス基地局プログ
ラミングデータを構成し、
第１に、前記送受話器から無線周波数エネルギを第１の電力レベルにて伝送することによ
って、前記コードレス基地局プログラミングデータを 起動システムから前記送
受話器に転送し、

前記送受話器から無線周波数エネルギを前記第１電力レベルよりも低い第２の電
力レベルにて伝送することによって、前記コードレス基地局プログラミングデータを前記
送受話器から前記コードレス基地局に転送し、そしてこの第２の転送ステップには、前記
コードレス基地局で測定される送受話器信号強度が、前記の起動された最小アクセス信号
強度スレッショルドより大きいプログラミング最小アクセス信号強度より大きいときに入
り、
前記第２転送ステップの後、前記コードレス基地局において測定される送受話器信号強度
が前記の起動された最小アクセス信号強度スレッショルドより大きいとき、前記送受話器
と前記コードレス基地局との間のユーザ通信に参入する諸ステップを含むことを特徴とす
るコードレス基地局ステーションプログラミング方法。
【請求項１１】
セルラ通信およびコードレス通信がマルチモード送受話器を介して行われるマルチモード
通信ネットワークにおけるコードレス基地局を起動する方法であって、
（ａ）前記送受話器をセルラ陸上ステーションを識別するデータでプログラミングし、
（ｂ）コードレス基地局起動プログラミングデータを 起動システムから前記送
受話器に転送し、
（ｃ）前記送受話器が前記の識別されたセルラ陸上ステーションの無線カバー領域内にあ
る間に、前記送受話器と前記コードレス基地局との間に前記送受話器により開始されるＲ
Ｆ通信セッションを設定し、
（ｄ）前記ＲＦ通信セッション中前記コードレス基地局起動プログラミングデータを前記
送受話器から前記コードレス基地局に転送する諸ステップを含むことを特徴とするコード
レス基地局起動方法。
【請求項１２】
前記送受話器と前記コードレス基地局との間に設定される前記ＲＦ通信セッションが、第
２のＲＦ通信セッションであり、
前記転送ステップ（ｂ）が、前記 起動システムと前記送受話器との間に、前記

起動システムにより開始される第１のＲＦ通信セッションを設定するステップ
を含む請求項 記載のコードレス基地局起動方法。
【請求項１３】
セルラ動作に参入するように前記送受話器を起動するステップを含み、該起動ステップが
前記ステップ（ａ）、（ｂ）、（ｃ）および（ｄ）の前に完了する請求項 記載のコー
ドレス基地局起動方法。
【請求項１４】
前記転送ステップ（ｂ）、が前記送受話器から無線周波数エネルギを第１の電力レベルに
て伝送するステップを含み、
前記設定ステップ（ｃ）が、前記送受話器から無線周波数エネルギを前記第１電力レベル
より低い第２電力レベルで伝送するステップを含む請求項 記載のコードレス基地局起
動方法。
【請求項１５】
前記転送ステップ（ｂ）および（ｄ）が、当該転送ステップに続き前記コードレス基地局
を介してユーザ通信に参入し得る第１の送受話器を包含し、
前記コードレス基地局を介してユーザ通信に参入し得る第２の送受話器とともに前記第１
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送受話器を識別するように前記コードレス基地局プログラミングを構成し、
前記コードレス基地局プログラミングデータを前記 起動から前記第２送受話器
に転送する請求項 記載のコードレス基地局起動方法。
【請求項１６】
セルラモードでセルラ陸上ステーションと、前記コードレス基地局が起動された後、コー
ドレスモードでコードレス基地局と通信するマルチモード携帯無線電話であって、
コントローラと、
該コントローラに結合されるメモリと、
前記コントローラに結合される と、
前記コントローラに結合される とを備え、
前記コントローラとメモリが、前記セルラ陸上ステーションを識別するデータを取得し、
セーブし、 起動システムからコードレス基地局起動プログラミングを受信する
ように を制御し、前記メモリに前記コードレス基地局起動プログラミングを記
憶し、前記携帯無線電話が前記の識別されたセルラ陸上ステーションの無線カバー領域内
にある間に、前記コードレス基地局起動プログラミングデータを前記コードレス基地局に
伝送するように前記 を制御するように構成されることを特徴とするマルチモー
ド携帯無線電話。
【請求項１７】
前記コントローラとメモリが、前記コードレス基地局起動プログラミングデータを前記

起動システムから受信することと関連して第１の電力レベルで動作するように前
記 を制御するように構成され、かつ、
前記コードレス基地局起動プログラミングデータを前記コードレス基地局に伝送すること
と関連して前記第１電力レベルより低い第２の電力レベルで動作するように、前記

を制御するように構成される請求項 記載の携帯無線電話。
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野 ]
本発明は、一般的に、セルラ電話およびコードレス電話の両用として動作しかつコードレ
ス基地局を起動化するのに使用される無線電話に関する。
[背景技術 ]
携帯送受話器およびその他のセルラ適合デバイスを含み、セルラ遠隔通信ネットワークと
関連して使用される移動ステーションは、ブランク状態すなわち非プログラム設定状態で
製造されることが多い。起動プロセスは、カストマが通信サービスについてうまく請求さ
れ得るようにカストマ識別情報を収集するとともに、移動ステーションが通信サービスを
提供し得るように移動ステーションをパーソナル化するために遂行される。移動ステーシ
ョンは起動化されてしまうまで、ステーションは呼びを発することも呼びを受信すること
もできない。起動後、カストマの優先性やシステム動作特性の変更は、移動ステーション
のパーソナル化に変化に対して変更を必要とする。
パーソナル化は、移動ステーションに特定のユーザ特有のプログラミングを包含させるこ
とによって遂行される。ユーザ特有のプログラミングは、移動ステーションを特定のユー
ザに対して所望されるように機能させるデータを表わす。ユーザ特有のプログラミングの
例としては、限定的ではないが、移動体識別番号（ＭＩＮ）とホームシステム識別情報（
ＳＩＤ）等が含まれる。
セルラ業界を継続的に悩ませてきた一つの問題は、起動を実現することの問題である。早
期の起動技術は、特に構成されたプログラミング装置と熟練したサービス代理店またはそ
のいずれかを必要とするものであり、ユーザはその移動ステーションを起動のためにその
代理店に持ち込んだ。現在の起動技術は、多量販路から購入する特定のユーザに対して適
当である可能性の高いプログラミングを有する予めプログラム設定移動ステーションを在
庫しておくことを必要とする。近い将来においては、種々の形式のオーバー－ザ－エアサ
ービス供給方式（ＯＴＡＳＰ）で、移動ステーションを遠隔的にプログラム設定して、起
動を遂行することになろう。関連する特許は、ＯＴＡＳＰの一つの形式について論述して
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いる。
マルチモード通信ネットワークは、起動のすでに悩みである問題に他の複雑な様相を加え
ることになる。マルチモード通信ネットワークは、複数の機能に対して共通の構成要素を
使用する。例えば、マルチモード通信システムは、コードレス動作モードとセルラ動作モ
ードの両方で通信するために共通の携帯無線電話送受話器を使用し得る。コードレス動作
モードにおいては、送受話器は、送受話器の数百フィート内に普通位置するコードレス基
地局と低電力で通信することができる。コードレス基地局は、公衆通信交換網（ＰＳＴＮ
）の１または複数のローカルループと結合し得る。このようにして、送受話器は、ＰＳＴ
Ｎに結合される電話装置とコードレス基地局を介して通信することができる。セルラ動作
モードにおいては、送受話器は、送受話器の数マイル内に普通位置するセルラ陸上ステー
ションと中程度の電力で通信できる。セルラ陸上ステーションは、普通、移動電話交換局
（ＭＴＳＯ）を介してＰＳＴＮと結合される。かくして、送受話器は、ＰＳＴＮと結合さ
れる電話装置とセルラ陸上ステーションを介して通信し得る。
ユーザの展望からは、コードレス動作がセルラ動作よりも望ましい。これは、コードレス
通信サービスが、普通、セルラ通信サービスよりも低価額で提供され、低電力動作で送受
話器の電池を長時間継続させることが可能であるからである。通信サービス提供者の展望
からは、コードレス動作の低電力特性により、所与のスペクトル帯域幅で、所与の領域に
おいてセルラ動作よりもより多くの通信を搬送することができる。
典型的な状況にいては、コードレス基地局は、ユーザの住居または仕事場の近傍に配置さ
れよう。コードレス動作モードは、ユーザがユーザの住居または仕事場の近くにあるとき
に送受話器を介して利用可能であり、セルラ動作モードは他の位置において利用可能であ
る。送受話器の動きを追跡するために送受話器が必要に応じてコードレスモードとセルラ
モードの間で自動的に切り替わるように、種々のハンドオフ、自動登録および呼び送出方
式を採用できる。
コードレス基地局の起動は、移動ステーションの起動において経験されない問題を課した
。移動ステーションは、順方向チャンネル上で受信し、逆方向チャンネルチャンネル上で
伝送するように構成される。逆に、コードレス基地局は逆方向チャンネル上で受信し、順
方向チャンネル上で伝送するように構成される。そのため、移動ステーションはセルラ陸
上ステーションとコードレス基地局と通信するが、コードレス基地局ステーションとセル
ラ陸上ステーションとは相互に通信できない。もちろん、コードレス基地局のＲＦトラン
シーバを、付加的にセルラ陸上ステーションと通信しＯＴＡＳＰを介して起動化されたプ
ログラミングとなるように設計することはできるであろう。しかしながら、この手法は、
追加のハードウェアの包含を必要とし、これがコードレス基地局のコストを押し上げるか
ら非常に望ましくない。
一つの従来形式のコードレス基地局に関連して、起動は、コードレス基地局が取り付けら
れるワイヤードローカルループを介して設定されるダイアルアップモデム接続を通じて達
成される。この手法も望ましくない。この形式の起動は、ユーザが多量の命令に従うこと
を要し、起動のためにユーザの電話線を消費する。使用者が命令に従うことに頼ることは
、命令がより複雑となるから起動の問題を増すという問題を生じ、またユーザの電話線を
消費することによっては、入りまたは出呼びのためにユーザが電話線を利用できなくなる
。
さらに、この形式の起動は、起動プロセスを、カストマ起動システムからでなく、コード
レス基地局から開始する。これは、起動が行われる接続の設定として望ましくない方向で
ある。カストマ起動システムは、この接続設定方向では起動タイミングを制御できず、簡
単に過負荷となる可能性がある。もしもコードレス基地局が呼びを開始しないと、ユーザ
電話線に取り付けられた他のコンピュータデバイスとの競合が起こり得る。さらに、もし
も起動中に問題が起こると、ユーザの電話線は、カストマサポート代理店を呼ぶために利
用できない。上述の関連特許は、コードレス基地局の起動のためのＯＴＡＳＰの手法を記
述している。ここに記述される手法においては、カストマ起動システムからコードレス基
地局への接続が、カストマ起動システムにより開始される。この接続は、セルラ陸上ステ
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ーションアンテナをもつセル領域タワーに取り付けられるか、運搬機に取り付けられる特
殊装置を通じて設定される。この特殊装置は、カストマ起動システムとデータ通信下にあ
るように構成される。この装置は、順方向チャンネル上で受信し、逆方向チャンネル上で
送信する。この手法は多くの利益を有するが、特殊装置の利用は望ましくない。特殊装置
は、コストや複雑性を増し、システムの信頼性を減ずる。
[発明の開示 ]
したがって、本発明の利点は、送受話器補助コードレス基地局起動による改良されたマル
チモード通信ネットワークが提供されることである。
本発明の他の利点は、コードレス基地局起動がオーバー－ザ－エア起動により実現される
ことである。
本発明の他の利点は、コードレス基地局起動のためにユーザの電話線を消費することが抑
制できることである。
本発明の他の利点は、ユーザ通信を行うために必要とされる装置またはハードウェア以上
に追加の装置またはハードウェアを必要としないことである。
本発明の他の利点は、カストマ起動システムからコードレス基地局起動の目的ための接続
を開始できることである。
本発明の上述およびその他の利点は、１形式として、セルラおよびコードレス通信がマル
チモード送受話器を通じて行われるマルチモード通信ネットワークにおいてコードレス基
地局をプログラミングする方法により実施される。この方法は、まずコードレス基地局プ
ログラミングデータをカストマ起動システムから送受話器に転送することを要する。つい
で、コードレス基地局プログラミングデータは、送受話器からコードレス基地局に転送さ
れる。
【図面の簡単な説明】
図１はマルチモード通信ネットワークに含まれる種々の構成要素を示す概略線図である。
図２はコードレス動作およびセルラ動作に使用される共通チャンネルプールの１例の周波
数管理チャートを示す図である。
図３は好ましいマルチモード送受話器に含まれるハードウェアのブロック図である。
図４はマルチモード送受話器およびコードレス基地局を起動化するのに遂行されるシステ
ムフロープロセスを示すフローチャートである。
図５はコードレスカストマ起動システムにより遂行されるコードレスカストマ起動システ
ムプロセスを示すフローチャートである。
図６はマルチモード送受話器により遂行される送受話器セルラアイドルプロセスを示すフ
ローチャートである。
図７はマルチモード送受話器により遂行されるコードレス制御プロセスのフローチャート
である。
図８はコードレス基地局により遂行されるコードレス基地局プロセスを示すフローチャー
トである。
[本発明を実施するための最良のモード ]
本発明のより完全な理解は、図面を参照して行った以下の説明を通読することにより得る
ことができよう。なお、全図面を通じて、同じ参照番号は同じ要素を指示するものとする
。

図１は、マルチモード通信ネットワーク１２を実施できる環境の、略ブロック図を示す。
ネットワーク１２は、セル１４のグリッドによって定められるセルラ方式通信システム、
及び範囲領域１６によって定められる多数のコードレス通信システムを支える。図１は、
６角形として図形的に形成されるセル１４のうちの１つだけ、及び円として図形的に形成
されるコードレス範囲領域１６のうちの１つだけを示す。より多くのセル１４及び／また
はコードレス範囲領域１６も含まれることができる。望ましくは、各コードレス範囲領域
１６は、実質的にセル１４より小さい。図示されないけれども、他のセルラ方式は図１に
おいて描かれる同じ領域に重ねることができる。好ましい実施例では、セルラ方式は従来
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のＡＭＰＳ規格に関して互換性があり、コードレスシステムもＡＭＰＳ規格の周波数チャ
ネル及び通信プロトコルを利用する。しかし、本発明の原理を他の種類のセルラ方式に適
用することは妨げない。
図１に図示されるように、ネットワーク１２は多数の携帯用マルチモード無線電話送受話
器１８（それについて、２つだけが示される）、各セル１４に対するセルラ陸上局２０、
及び各コードレス範囲領域１６に対するコードレス基地局２２を含む。セルラ陸上局２０
及びコードレス基地局２２は、各々ベース局を表す。用語「セルラ陸上局」及び「コード
レス基地局」は、２つを互いを区別して歴史的な用法と一致するようにここで使用される
。セルラ基地局は陸上に設置されることを必要とされず、望ましくはコードレス基地局は
、複数の周波数で作動すること、及びコードレス電話通信のために歴史的に使用されてき
た通信プロトコルを使用することを止める。
送受話器１８は、セル１４及びコードレス範囲領域１６内に設置されるとき、セルラ陸上
局２０またはコードレス基地局２２のどちらとも通信することができる。コードレス範囲
領域１６の外側であるが、まだセル１４の内側であるとき、送受話器１８はセルラ陸上局
２０とだけ通信することができる。セル１４は、送受話器１８に対する最良のサーバセル
を記載するが、複数の最良のサーバーセルサイトが送受話器１８に対して可能かもしれな
い。識別される場合、追加の最良のサーバセルサイトは、コードレス範囲領域１６付近に
存在する。最良のサーバセルの識別は、更に詳細に図５に関して論議される。
コードレス基地局２２は、１つ以上の有線ローカルループを通じて中央電話局２４に接続
する。セルラ陸上局２０は、ＭＴＳＯ２６ (Mobile Telephone Switching Office)及び適
当な電話中継回線を通じて中央電話局２４に結合する。中央電話局２４を通じて、コード
レスモード通信またはセルラモード通信のどちらかを中継して、送受話器１８及びＰＳＴ
Ｎ２８ (Public Switched Telephone Network)に接続された他の電話装置との間にユーザ
通信が提供されることができる。
コードレス顧客起動システム３０及びセルラ顧客起動システム３２は、両方ともＰＳＴＮ
２８に接続する。これらの顧客起動システムは、一般用途コンピュータまたはＰＳＴＮ２
８に接続している他の装置を使用する顧客サービスから成る。顧客が顧客サービスと電話
で接続すると同時に、顧客サービスは顧客起動システム、セルラ陸上局２０、及び送受話
器１８間のＲＦ通信セッションを開始することができる。更に詳細に以下で論議されるよ
うに、送受話器１８はその後で、コードレス基地局２２と通信することができる。図１は
別々の起動システム３０及び３２を示すが、単一の、または統合化された起動システムが
セルラ及びコードレスの起動を達成するために使用されることを妨げるものではない。
図２は、コードレス及びセルラモード通信のために使用されるチャネル３４の典型的な共
有のプールを図示する周波数管理図を示す。（図２の実施例に１ -６６６として記載され
た）チャネル番号は、個別的なチャネルを識別する。各チャネルは、望ましくは、順方向
の部分及び逆方向の部分を有する、完全な全二重であるか双方向であるチャネルを表す。
順方向部分は送受話器１８に向けられるリンクを定め、逆方向部分は送受話器１８と反対
方向に向けられるリンク定める。従って、送受話器１８が受信機をチャネルに同調させる
時、それは受信機をチャネルの順方向部分に同調させ、セルラ陸上局２０またはコードレ
ス基地局２２が受信機をチャネルに同調させる時、それらは受信機をチャネルの逆方向部
分に同調させる。各々の送受話器１８、セルラ陸上局２０、及びコードレス基地局２２は
、チャネル３４のプールにおいて識別されるいかなるチャネルでも通信するように設置す
ることができる。
しかし、図１及び図２により図示するように、送受話器１８、セルラ陸上局２０、及びコ
ードレス基地局２２は、干渉を最小にするために、チャネルの使用を限定するか、さもな
ければ管理する必要がある。チャネル３４のプールは、図２で縦列として示さる種々のセ
ルラサブセット３６に分割される。各セルラサブセット３６は、そのチャネルが不連続で
あるように、望ましくは構成される。換言すれば、２つの隣接チャネルは、ただの１つの
セルラサブセット３６には含まれない。セルラサブセット３６は異なるセル１４に割当て
られ、セルラ方式通信は通信が行われているセル１４に割当てられるセルラサブセット３
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６に含められるチャネルだけを使用することができる。正確な周波数及びチャネル３４の
プールに含められるチャネルの数は、本発明の用途に対する重要なパラメータでない。
チャネル３４のプールも、（図２の楕円形内に示され、チャネル番号１及び６６６と関連
する）２つの予め定められた専用の制御チャネル３７を含む。専用の制御チャネル３７の
うちの１つはチャネルの Aブロックにおいて見いだされ、専用の制御チャネル３７の他の
一方はチャネルの Bブロックにおいて見いだされる。専用の制御チャネル３７は、図７及
び図８と関連して以下で更に詳細に論議される。また、チャネルのコードレスサブセット
３８は、チャネル３４のプールに含められる。コードレスサブセット３８は、図２で単一
の横列として表される約２０の隣接チャネルを、望ましくは含む。コードレスサブセット
３８に含められるチャネルの数は、ある程度任意である。好ましい実施例によれば、全て
のコードレスシステムは、コードレスシステムが地理的に設置されるところに関係なく、
またどのセルラサブセット３６が同じ位置に対して割り当てられることができるかに関係
なく、それらがコードレスサブセット３８から操作するチャネルを選択する。セルラサブ
セット３６は不連続なチャネルを使用する傾向があるので、隣接チャネルの使用は、どこ
にコードレスシステムが設置されても、コードレスサブセット３８が重ねられたセルラ方
式により使用されていないチャネルを含むとを保証する。
図２はコードレスサブセット３８としてチャネル３４のプールの Aブロック内のチャネル
１６９ -１８９の典型的選択を図示するが、これは主に任意の選択である。望ましくは、
コードレスサブセット３８は、セルラ制御チャネル４０（チャネル３１３ -３５４）を回
避する。そして、コードレスサブセット３８のチャネルの選択は、望ましくは専用のチャ
ネル３７から独立している。その他の点では、システム割当て（ Aまたは B）と一致したチ
ャネルのいかなる Aおよび／または Bブロックグループ分けも本発明の目的に対して許容範
囲内であるそして、コードレスサブセット３８はセルラシステム毎に変化することができ
る。セルラサブセット３６、コードレスサブセット３８、及び専用の制御チャネル３７内
のチャネルに対する、図２で使用される特定の番号付けは、例えば唯一であり、システム
毎に変化することができる。
図３は、好ましいマルチモード送受話器１８に含まれるハードウェアのブロック図を示す
。明瞭さのために、当業者にとって周知であり、本発明に重要でない標準の操作要素は、
図３に示されないか、または詳細にここで記載されていない。一般に、送受話器１８はコ
ントローラ４２のまわりに構成され、送受話器１８の操作を制御する。種々の構成要素が
、受信機４４、送信機４６、タイマー４８、ユーザインターフェース５０、及びメモリ５
２を含むコントローラ４２と接続されるか、またはデータ通信をしている。コントローラ
４２は、セルラ電話通信技術では例えば周知の従来型マイクロプロセッサ回路であっても
よい。
受信機４４（それはコントローラ４２に接続している）は、チャネル３４のプールから選
択されるチャネルの上の通信データ、及びユーザ通信を受信するように構成される（図２
を参照のこと）。セルラモード操作に対して、チャネルは送受話器１８が現在存在するセ
ル１４に割当てられるセルラサブセット３６から選択される。コードレスモード操作に対
して、チャネルはコードレスサブセット３８または専用のチャネル３７から選択される。
送受話器１８も送信機４６を含み、送信機４６はコントローラ４２に接続している。送信
機４６は、従来のセルラ電話操作、プロセス、及び、ユーザ通信と関連する通信データを
送信するように構成される。希望する場合、送信機４６、及び受信機４４は、１つのトラ
ンシーバアセンブリに組み込まれることができる。望ましくは、コスト、電力消費、及び
重さを減らすために、セルラ、及びコードレスモード操作をサポートすることに対して単
一の送信機、及び受信機だけが含まれる。
タイマ４８はコントローラ４２に接続し、送受話器１８が時間の経過を追跡することを助
ける。ユーザインターフェース５０はコントローラ４２に接続し、望ましくは、標準のセ
ルラ及びコードレス電話機能を制御するために利用されるキーパッドプッシュボタン、ス
ピーカ、マイクロホン、ディスプレイ、及び他の公知技術のユーザインターフェース装置
を含む。メモリ５２はコントローラ４２に結合し、後述する種々のプロセスを定義するプ
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ログラミング命令を記憶する。それに加えて、メモリ５２は種々のセルラ及びコードレス
操作パラメータ、及び送受話器１８の操作及びコードレス基地局２２の起動において使用
されるデータの種々のテーブル、及びリストを記憶することができる。
本発明の用途のために、コードレス基地局２２は、図３に示されるのと同様のブロック図
（図示せず）を有する。しかし、送受話器１８の受信機４４及び送信機４６は、選択され
たチャネルの順方向及び逆方向部分でそれぞれ作動し、一方、コードレス基地局２２に対
応する受信機及び送信機は、選択されたチャネルの逆方向及び順方向部分でそれぞれ作動
する。同様に、コードレス基地局２２は、送受話器１８のユーザインターフェース５０と
比較して単純化されたユーザインターフェースを有することができるが、有する必要はな
い。さらに、送受話器１８は望ましくは携帯運用のために電池で構成され、コードレス基
地局２２は望ましくは公共電力配電網によりエネルギーを与えられ、他方、固定運用のた
めに構成される。
図４は、システムフロープロセス５４を記載している図を示す。プロセス５４は、本発明
の好ましい実施例に含まれるプロセスの、一般的な概要を提供する。図５～図８は、これ
らのプロセスに関するより多くの詳細を提供する。図４を参照すると、送受話器１８がセ
ルラまたはコードレスどちらのモードでも使用されることができる前に、タスク５６、５
８、及び６０が通信サービスのユーザと協同して発生する。タスク５６では、セルラ起動
データは、セルラ顧客起動システム３２の顧客サービスにより、ユーザから集められる（
図１を参照のこと）。これらのデータは、ユーザの名前、ユーザのアドレス、ユーザによ
り選択される特徴パッケージ、及びおそらくユーザが起動させようとしている送受話器１
８の電子的な出願番号のような項目を含む。セルラ起動は、移動識別番号（ＭＩＮ）を送
受話器に割当てる。タスク５８のコードレス起動データでは、コードレス起動システム３
０の顧客サービスにより、ユーザのアドレスはユーザから集められる（図１を参照のこと
）。それに加えて、セルラＭＩＮは、コードレス起動データと一緒に含まれてもよい。
図４は、タスク５６及び５８を一連のものとして示しているが、タスク５８がタスク５６
の前に実行されるか、またはタスク５６と結合することを妨げない。同様に、コードレス
起動データの収集は、セルラ起動データの収集に依存する必要はない。タスク６０では、
コードレス基地局２２は、その固定位置の方へ移動される。このタスクは、おそらくコー
ドレス基地局２２を彼若しくは彼女の家、または仕事場所へ持っていっているユーザから
成る。現在の好ましい実施例がコードレス基地局２２と共にパッケージされる送受話器１
８を想定し、手をつけずにパッケージが購入され、家に持ち帰られるので、タスク６０は
タスク５６、及び５８の前に起きてもよい。
起動データが集められた後、マルチモード送受話器１８、及びコードレス基地局２２の起
動を達成するために送受話器１８を含む種々の通信セッションが実行される。プロセス５
４は、送受話器１８がセルラ運用のために起動させられるタスク６２を実行する。図４は
、この起動が送受話器１８、及びセルラ顧客起動システム３２間の通信セッション（図１
を参照のこと）の間、起きることを示す。好ましい実施例では、セルラ顧客起動システム
３２はこの通信セッションを開始し、送受話器１８は送受話器のＥＳＮを使用して呼び出
される。従って、空気の上のＯＴＡＳＰ（ Over The Air Service Provisioning）の形式
が、実施される。しかし、これは本発明の必要条件でない。
セルラ起動に続いて、または、セルラ起動と関連して、タスク６４において送受話器１８
、及びコードレス顧客起動システム３０（図１を参照のこと）間の通信セッションは、コ
ードレス基地局起動の第１の位相をプログラムする。この通信セッションは、コードレス
顧客起動システム３０によって開始される。本発明の好ましい実施例では、コードレス基
地局起動の２つの位相の第１のものは、コードレス顧客起動システム３０、及び送受話器
１８間のＲＦ通信プログラミングセッションから成る。プログラミングのこの第１のフェ
ーズがされる時、タスク６６はコードレス基地局起動の第２の位相を達成する。コードレ
ス基地局起動の第２のフェーズは、送受話器１８、及びコードレス基地局２２との間に確
立されるＲＦ通信セッションを通じてコードレス基地局２２をプログラムすることから成
る（図１を参照のこと）。コードレス基地局２２のこの２つのフェーズ起動は、ユーザの
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電話回線上の時間を消費すること、または追加の装置またはハードウェアを必要とするこ
と無く、空中を通してコードレス基地局起動を成し遂げる。
タスク６６の後、セルラまたはコードレス操作モードのどちらかでユーザ通信に従事する
ために、タスク６８で指示されるようにユーザは送受話器１８を使用してもよい。コード
レス基地局２２が後でいくらかのアップデートプログラミングを必要としたら、タスク７
０はタスク６４、及び６６と関連して上記で論議した類似の２つのフェーズプロセスを使
用してコードレス基地局２２をプログラムする。タスク７０の後、継続的なユーザ通信を
可能にするために、プログラムフローはタスク６８に戻る。
図５は、コードレス顧客起動システムプロセス７２により実行されるタスクのフローチャ
ートを示す。プロセス７２は、コードレス顧客起動システム３０の運用を通じて（少なく
とも部分的に）実行される（図１を参照のこと）。タスク７４の間、コードレス顧客起動
システム３０の顧客サービスは、ユーザ固有の、及び装置固有の起動データを集める。ユ
ーザ固有のデータは、ユーザを識別し、ユーザ優先を定義する。ユーザ固有のデータは、
コードレス基地局２２が使用される場所のアドレスを含む。装置固有のデータは、装置（
例えば、ユーザが使用するつもりである送受話器１８、及びコードレス基地局２２（図１
を参照のこと））を記述する。
次に、タスク７６で、ユーザのアドレスが、最良のサーバセルサイトアイデンティティに
変換される。タスク７６は、アドレスに対して緯度、及び経度を決定するために、コンピ
ュータ地理データベースを見てもよい。それで、指示された緯度、及び経度をカバーする
かまたはほとんどカバーするラジオ範囲領域をどのセルサイトアンテナが有するか決定す
るために、セルラＲＦ伝播パターン地図データベースは計算されてもよい。いくつかの場
合では、コードレス基地局２２は、複数の最良のサーバセル１４を有してもよい。コード
レス基地局２２がセル１４間の境界上に ,またはセル１４が比較的小さい領域にあるとき
、これは起きてもよい。
それでタスク７８は、コードレス基地局２２、及びユーザのアドレスを与えられたコード
レス作動モードの送受話器１８に対する適当な電力レベルを決定する。コードレスモード
電力レベルは、干渉の可能性を減らすために望ましくは市街化区域において農村地帯より
低い。タスク７８の後、図５の省略記号は、プロセス７２が、従来は顧客起動システムに
よって実行される多くの他のタスクを含んでもよいことを示す。そのような他のタスクは
、本発明を混乱させること避けるために、ここでじは特に詳述されない。
最終的には、プロセス７２内のプログラムフローは、タスク８０へ進む。コードレス基地
局２２に対するＯＴＡＳＰ（ Over The Air Service Provisioning）の第１のフェーズに
従事するために、タスク８０の間、コードレス顧客起動システム３０（図１を参照のこと
）は、送受話器１８との通信セッションを開始する。ユーザよりむしろコードレス顧客起
動システム３０（図１を参照のこと）がこの通信セッションの開始を制御するので、顧客
起動システム３０はまた、コードレス基地局起動のそれ自身の仕事量を制御することがで
きる。コードレス顧客起動システム３０（図１を参照のこと）が起動を用いて負担をかけ
られすぎる場合、時間が許容するように起動は起きることができる。タスク８０の後、プ
ログラムフローは、プロセス７２から出る。
図６は、本発明の好ましい実施例で送受話器１８により実行される送受話器セルラアイド
ルプロセス８２を示す。一般に、送受話器１８がセルラ作動モードであるとき、送受話器
セルラアイドルプロセス８２は実行される。プロセス８２は、送受話器１８がセルラ使用
のために動作中かどうか決定する照会タスク８４と一緒に始まる。その時、送受話器１８
がセルラ使用のために起動させられなかった場合、それは不活性状態において作動し、プ
ログラム制御はタスク８６へ進む。タスク８６は、陸上局２０（図１を参照のこと）から
送信され、送受話器にアドレス指定が行われるページメッセージを検出するために送受話
器１８がモニタしてもよい制御チャネルを見いだす。好ましい実施例では、制御チャネル
は、専用のチャネル３７（図２を参照のこと）のうちの１つであってもよい。
次に、照会タスク８８は、送受話器１８が送受話器１８に向けられるＥＳＮ参照されたペ
ージを受信したかどうか決定する。従来は、移動電話装置のＭＩＮを使用して、セルラ電
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話装置は呼び出される。ＥＳＮ参照されたページメッセージは、ＭＩＮよりむしろ送受話
器１８のＥＳＮを伝達するメッセージである。不活性な送受話器１８がＭＩＮをまだ有し
ないので、不活性な送受話器１８との通信セッションを確立するためにＥＳＮ参照された
ページは使用される。ＥＳＮ参照されたページが送受話器１８により検出されなかった場
合、ＥＳＮ参照されたページが検出されるまで、プログラム制御はタスク８６、及び８８
を通じて戻る。
送受話器１８に向けられるＥＳＮ参照されたページが検出されるとき、セルラ顧客起動シ
ステム３２（図１を参照のこと）はセルラ運用のために送受話器１８を起動させようとす
る。この時点で、送受話器１８は、送受話器１８の起動に至る遠隔プログラミングセッシ
ョンを始める。タスク９０では、送受話器１８はセルラ顧客起動システム３２を用いて、
ＲＦ通信遠隔プログラミングセッションをセットアップする。このセッションは、セルラ
陸上局２０（図１を参照のこと）を通して伝えられる。このセッションの間、送受話器１
８はデータを受信し、送信する。送信されたデータは、受信された起動プログラミングデ
ータなどの肯定応答であってもよい。送信されたデータは、比較的強力なレベル信号を使
用して送信される。例えば、比較的強力なレベルは約６００ mWであるかもしれず、それは
携帯用のセルラ送受話器のための一般的な伝送電力レベルである。
タスク９２、９４、及び９６によって示されるように、遠隔プログラミングセッションは
、プログラミングデータの異なるいくつかの型の１つ以上を伝達してもよい。タスク９２
の間、送受話器１８はセルラ顧客起動システム３２（図１を参照のこと）からセルラ起動
プログラミングを受信し、記憶する。タスク９４の間、送受話器１８はその最良のサーバ
セルサイト１４（図１を参照のこと）に関してデータを受信し、記憶する。タスク９６の
間、送受話器１８はコードレス基地局起動またはアップデートプログラミングデータを受
信し、記憶する。１つ以上のタスク９２、９４、及び９６が、同じプログラミングセッシ
ョンにおいて起きてもよい。
タスク９４の中で言及される最良のサーバデータは、タスク９６の中で言及されるコード
レス起動プログラミングと違って扱われてもよい。送受話器１８は、コードレス基地局が
起動させられる前に、最良のサーバデータを使用する。更に詳細に以下で論議されるよう
に、最良のサーバデータは、ユーザのアドレスを検査するために送受話器１８により使用
される。送受話器１８がその最良のサーバの無線範囲領域になるまで、送受話器１８はコ
ードレス基地局起動（上記でタスク６６（図４を参照のこと）と関連して論議された）の
第２のフェーズを実行しようとしない。従って、ユーザのアドレスが不正確な場合、コー
ドレス基地局起動は成功しないかもしれない。ユーザにコードレス起動システム３０を操
作する顧客サービスに電話を掛けさせることにより、不正確なアドレスが、訂正されても
よい（図１を参照のこと）。
タスク９６は、本発明の好ましい実施例に含まれ、図４で参照される、コードレス基地局
起動の第１のフェーズを成し遂げる。タスク９６において受信されるデータは、送受話器
１８をコードレス基地局２２と一緒にコードレスモードで働くことを可能にする認証デー
タを含む。そのように、タスク９２が送受話器１８をセルラモードで働くことを可能にす
る一方、タスク９６、及びコードレス基地局起動の次の第２のフェーズが起きるまで、送
受話器１８はコードレスモードで働く権限を与えられない。
タスク９０で開始される遠隔プログラミングセッションが成功している場合、送受話器１
８はセルラ運用のために起動され、その後でセルラ起動状態で作動する。送受話器１８が
９６を通してタスク９０の適当なプログラミングデータを受信した後、照会タスク８４で
のようにプログラムフローは送受話器セルラアイドルプロセス８２の適当な入力点に戻る
。
タスク８４が送受話器１８がそのセルラ起動状態において作動していると決定するとき、
図６の省略記号によって示されるように、多くの決まり切ったセルラ操作は実行されても
よい。これらのタスクは、出力のセルラ呼び出しを作るために送受話器１８を使用するこ
と、セルラ陸上局２０図１を参照のこと）からのパイロットチャネル放送をモニタするこ
と、制御チャネル４０（図２に示されるチャネル３１３３３３、及び３３４～３５４）を
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モニタすることによりどのセルラ陸上局２０を聞くかを選択することを含む。照会タスク
９８は、ＨＩＮ参照されたページが送受話器１８で受信されたかどうか決定する。ＭＩＮ
参照されたページは、送受話器のＭＩＮにアドレス指定を行われる陸上局２０により送信
されるページメッセージである。送受話器１８がＭＩＮ参照されたページを検出する場合
、ページが送受話器１８に標準入力呼び出しを出すかどうかを照会タスク１００が決定す
る。入力呼び出しが検出される場合、操作１０２で示されるように、送受話器１８は従来
の方法で呼び出しを処理する。操作１０２は、分解を呼び出すことを通じて通常の呼び出
し経過をモニタし、次に送受話器セルラアイドルプロセス８２にプログラム制御を戻す。
照会タスク１００が、送受話器１８に向けられるＭＩＮ参照されたページが遠隔プログラ
ミングセッションを開始していると決定する場合、プログラム制御は（上記で論議した）
タスク９０へ進み、遠隔プログラミングセッションんが進むことを可能にする。従って、
送受話器１８がセルラ起動させられてもさせられなくても、及び送受話器のコードレス基
地局が起動させられてもさせられなくても、遠隔プログラミングセッションはいつ起きて
もよい。
照会タスク９８をもう一度参照すると、ＭＩＮ参照されたページが送受話器１８により検
出されない場合、プログラム制御は照会タスク１０４へ進む。タスク１０４では、その時
聞いているセルラ陸上局２０が最良のサーバであるかどうか送受話器１８が決定する。換
言すれば、送受話器１８は、それが最良のサーバセルサイト１４（図１を参照のこと）の
無線範囲領域にあるかどうかを決定する。現在モニタされるセルラ陸上局２０（図１を参
照のこと）が最良のサーバでない場合、ＭＩＮ参照されたページのためにモニタし続け、
他の従来のセルラアイドルの操作を実行し続けるために、プログラム制御はタスク９８へ
戻る。送受話器１８が、それが最善のサーバセルラ陸上局の無線範囲範囲内にあると決定
するとき、プログラム制御は以下で論議されるコードレス制御プロセス１０６へ進む。
図７は、コードレス制御プロセス１０６のフローチャートを示す。プロセス１０６は、タ
スク６６（図を参照のこと）と関連して、上記で論議されたコードレス基地局起動の第２
のフェーズを含む。タスク１０８では、送受話器１８は、送受話器１８の送信機４６（図
３を参照のこと）が未来の信号を伝達する電力レベルを減らす変数をセットする。セルラ
モードでは、送受話器１８は約６００ mW（図６を参照のこと）で作動する。コードレス作
動モード（それは、コードレス基地局起動を含む）に対して、タスク１０８は非常に低い
電力レベルで、例えば約１０ mW以下で送信する送受話器１８の原因となる。
次に、照会タスク１１０は、送受話器１８がコードレス基地局起動プログラミングを搬送
しているかどうか決定する。タスク９６（図６を参照のこと）が第１のフェーズ６４（図
４を参照のこと）と一致した方法で実行され、第２のフェーズ６６（図４を参照のこと）
がまだ実行れていない場合、送受話器１８がコードレス基地局起動プログラミングを搬送
する。本説明の目的に対して、起動プログラミングは、アップデートプログラミングから
区別されてもよい。起動プログラミングは、不活性のコードレス基地局２２を起動させる
ために使用される。アップデートプログラミングは、活性なコードレス基地局２２のプロ
グラミングを手直しするために使用される。照会タスク１１０が、送受話器１８がコード
レス基地局起動プログラミングを搬送していると決定した場合、プログラム制御はタスク
１１２へ進む。
タスク１１２は、コードレス基地局２２を２つの専用の制御チャネル３７（図２を参照の
こと）のうちの１つに同調させる。選択された制御チャネル３７は、送受話器１８が作動
している Aまたは Bセルラシステムと一致している。専用の制御チャネル３７のどちら上で
も通信セッションを待ち受け、起動データを受信することができるように、コードレス基
地局２２は工場で前もってプログラムされている。
次に、照会タスク１１４は、専用の制御チャネルが使用中かどうかを決定する。使用中の
場合、プログラム制御はタスク１１６へ進む。タスク１１６は、送信機４６（図３を参照
のこと）がコードレスモードの作動電力レベルと比較して増加した電力レベルで未来の信
号を伝達するように、変数を設定する。タスク１１４が、専用の制御チャネル３７が使用
中でないと決定した場合、オプションのタスク１１８は最小アクセス信号強さ閾値を高い
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レベルに設定する。この閾値が高いとき、コードレス基地局２２からの信号が送受話器１
８により認識されるために、送受話器１８はコードレス基地局２２の非常に近く（例えば
２～５フィート以内）になければならない。オプションのタスク１１８の後、タスク１２
０は、送信機４６が同調させられるチャネルを通して、「拒否できないアクセス」メッセ
ージを送受話器１８に送信させる。その時、照会タスク１２２は、コードレス基地局２２
が拒否できないアクセスメッセージを受け取ったかどうかを決定する。メッセージが受け
取られなかった場合、送受話器１８がコードレス基地局２２からあまりに遠かったか、コ
ードレス基地局がエネルギーを与えられなかったか、等の理由で、コードレス基地局２２
はメッセージを決して受信してはいない。この状況では、送信機４６（図３を参照のこと
）の電力レベルを増加させるためにプログラム制御はタスク１１６まで進み、コードレス
制御プロセスを出て、送受話器セルラアイドルプロセス８２に再び入る。
拒否できないアクセスメッセージがコードレス基地局２２により認められるとき、コード
レス基地局起動（図４を参照のこと）の第２のフェーズが始まる。タスク１２４では、送
受話器１８は起動の第１のフェーズ（図６を参照のこと）の間、ＲＦ通信セッションを通
じて以前に受信されるコードレス基地局（ CBS）プログラミングデータをコードレス基地
局２２に送信する。次に、タスク１２６において、コードレス基地局２２は、認証プロセ
スの認証データとして受信された起動プログラミングの少なくとも一部を送受話器１８に
返す。本説明の目的に対して、認証はプロセスに言及し、それによって送受話器１８はコ
ードレス作動モードにおいて作動するように活性化されたコードレスになり、活性化され
たコードレス基地局２２とのコードレス通信に従事する。送受話器１８は、この認証デー
タが、タスク１２４でコードレス基地局２２に送ったデータと同じデータであることを検
査してもよい。したがって、タスク１２６は、コードレス基地局２２と一緒に働くように
送受話器１８を認可し、起動する。上記で使用される認証プロセスは認証を成し遂げるた
めの１つの可能性であるが、当業者は送受話器１８を認可する代替の方法を工夫すること
ができる。
タスク１２６の認証の後、タスク１２８は最小限のアクセス閾値、及びコードレス基地局
２２の他のパラメータを認証プロセスごとに設定する。これらのデータは、コードレス基
地局２２のために個人化される。図示されないが、送受話器１８は望ましくは起動データ
を破壊するが、送受話器１８が認可された後、そのメモリ５２（図３を参照のこと）内の
送受話器認証データは破壊しない。積極的にコードレス基地局起動プログラミングを破壊
することは、コードレス顧客起動システム３０（図１を参照のこと）を中継してそうする
ようにプログラムされるまで、送受話器１８を使用することを次の起動プロセスにおいて
従事することから妨げる。問題がコードレス基地局起動と一緒に起こる場合、ユーザに顧
客サービスと連絡をとらせることにより問題は解決できる。
照会タスク１１０に戻ると、送受話器１８が起動プログラミングを搬送していない場合、
そのコードレス基地局２２はすでに起動されてもよい。この場合、プログラム制御は、送
受話器１８が、コードレス基地局２２に伝送するチャネル３４のプールのコードレスサブ
セット３８（図２を参照のこと）からチャネルを選択する、タスク１３０へ進む。照会タ
スク１３２は、送受話器１８がコードレス基地局アップデートプログラミングを搬送して
いるかどうかを決定する。もしそうならば、プログラム制御は、送受話器１８がコードレ
ス基地局２２に拒否できないアクセスメッセージを送り、通信セッションにおいてコード
レス基地局２２にこのアップデートプログラミングを送信するために従事するタスク１２
０へ進む。アップデートプログラミングは、上記で示したように、起動プログラミングに
対してと全く同じ方法でコードレス基地局２２へ転送される。
送受話器１８が起動もアップデートプログラミングも搬送していないと照会タスク１３２
が決定した場合、送受話器１８、及びコードレス基地局２２は起動されてもよく、送受話
器１８はそのコードレス作動モードに入ってもよい。送受話器がコードレス作動モードに
入れるかどうか決定するために、送受話器１８はコードレス登録プロセス１３４を実行す
る。送受話器１８が起動もアップデートプログラミングも搬送していないとタスク１３４
が決定したとき、及びタスク１２８が終わったとき、プロセス１３４は始まる。
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プロセス１３４の間、送受話器１８は「私はここにいる」登録メッセージを放送し、コー
ドレス基地局２２が肯定応答で応答するかどうか調べるために傍受する。コードレス基地
局２２がメッセージに応答する場合、プログラム制御は送受話器コードレスアイドルプロ
セス１３６へ行く。送受話器コードレスアイドルプロセス１３６の間、タスク１３８で示
されるように、コードレス基地局２２を通じて送受話器１８はコードレスユーザ通信に従
事してもよい。プロセス１３４の後、コードレス基地局２２は、送受話器１８、タスク１
１６へのプログラム制御帰還、及び送受話器セルラアイドルプロセス８２により送信され
ているメッセージに、応答しない。
図８は、図７で論議されたコードレス制御プロセス１０６を補足するコードレス基地局プ
ロセス１４０を記述する。プロセス１４０は、コードレス基地局２２が起動させられてい
るかどうか決定するために、照会タスク１４２を用いて始まる。コードレス基地局２２が
起動させられていない場合、オプションのタスク１４４は最小アクセス信号強度閾値を高
いレベルに設定する。この閾値を高いレベルに設定することは、２つの間の通信セッショ
ンを行う前にコードレス基地局２２の近くにあることを、送受話器１８に強制する。
この時点でチャネル３８のコードレスサブセットが何であるか、コードレス基地局２２は
知らない。従って、タスク１４６はコードレス基地局２２の送信機、及び受信機を専用の
制御チャネル３７のうちの１つに同調させる。同調操作の後、特にコードレス基地局２２
に向けられる拒否できないアクセスメッセージを検出するために、照会タスク１４８は選
択されたチャネル上の伝送をモニタする。好ましい実施例では、この拒否できないアクセ
スメッセージは、コードレス基地局２２のシリアル番号を含む。全ての他の拒否できない
アクセスメッセージ、及び他の信号は、コードレス基地局２２により無視される。好まし
い実施例では、コードレス基地局２２のシリアル番号は、その特定のコードレス基地局２
２と一緒にパッケージされ、販売される送受話器１８のうち少なくとも１つに、工場でプ
ログラムされる。しかし、送受話器１８にプログラムされるシリアル番号を有することは
、本発明の目的に対して必要でない。
タスク１４８が、特にそれにアドレス指定を行われる所望の拒否できないアクセスメッセ
ージを最終的に受信するとき、タスク１５０は起動またはアップデートプログラミングを
送受話器１８から受信する。このプログラミングは、コードレス基地局メモリ内の適当な
位置に記憶される。次に、タスク１５２において、コードレス基地局２２は認証モードに
入り、このプログラミングの少なくとも一部を送受話器１８に戻す。タスク１５２は、図
７からタスク１２６を補足する。
タスク１５４では、コードレス基地局２２は、タスク１５０において受信したコードレス
基地局起動プログラミング }により、その操作パラメータを設定する。これらの操作上の
パラメータは、最小アクセス信号強度閾値、このコードレス基地局２２を操作する権限を
与えられる送受話器１８のＭＩＮ、コードレス基地局２２が作動できるチャネル３４（図
２を参照のこと）のプールのサブセット、及びコードレス基地局２２が作動する電力レベ
ルを含んでもよい。これらのパラメータが設定された後で、プログラムフローは適切な入
力点に行き、コードレス基地局プロセス１４０へ戻る。
タスク１４２をもう一度参照すると、コードレス基地局２２が既に起動されている場合、
タスク１５６はＰＳＴＮ２８（図１を参照のこと）へのローカルループまたは接続をモニ
タする。コードレス基地局２２が入力呼び出しを検出するとき、送受話器１８にページメ
ッセージを転送するためにコードレス基地局２２は公知技術のステップをとる。次に、タ
スク１５８で、送受話器１８の１つが接触を試みているかどうかを決定するために、コー
ドレス基地局２２は、チャネル３８（図２を参照のこと）のコードレスサブセットの少な
くとも一部をスキャンする。コードレス基地局２２がその方へ向けられる伝送を検出した
場合、拒否できないアクセスページがコードレス基地局２２により受信されたかどうかを
照会タスク１６０が決定する。拒否できないアクセスページがタスク１６０において検出
された場合、コードレス基地局起動のプログラミングフェーズに再び入るために、プログ
ラム制御はタスク１５０へ進む。タスク１６０が拒否できないアクセスページを受け取っ
たことを検出しない場合、プログラム制御はコードレス基地局プロセス１４０への適切な

10

20

30

40

50

(14) JP 3859726 B2 2006.12.20



入力点に戻る。タスク１６０が、送受話器１８が出力の呼び出しを要求していることを示
しているページを検出するとき、その要求はコードレス基地局２２により従来の方法で処
理される。
要約すると、本発明は、送受話器に補助されたコードレス基地局起動を有する、改良型の
マルチモード通信ネットワークを提供する。マルチモード送受話器は、セルラ使用のため
にセルラ顧客起動システムによって起動される。２つのフェーズコードレス基地局起動プ
ロセスの第１のフェーズでは、プログラミングデータは、コードレス顧客起動システムか
ら送受話器まで転送される。第２のフェーズでは、プログラミングデータは送受話器から
コードレス基地局まで転送される。コードレス基地局も送受話器も、コードレス基地局起
動、及び送受話器認証機能を達成するために余分な装置またはハードウェアを必要。プロ
セスがＲＦ通信を使用することにより実行されるので、ユーザの電話回線は転送データと
繋がらず、ユーザの電話回線が利用可能なので、必要に応じてユーザは顧客サービスを呼
び出すことができる。プロセスは制御される顧客起動システムであり、ユーザ、及び顧客
起動システムでのコードレス基地局起動の計画されてない過負荷に対する余分な混乱を回
避する。
本発明は、好ましい実施例を参照して上記に記述してきた。しかし、変更、及び修正がこ
れらの好ましい実施例において本発明の範囲内においてなさられてもよいことを当業者は
認識する。例えば、代替の実施例は、送受話器からコードレス基地局まで転送されるデー
タを認可するために異なるテクニックを使用してもよい。それに加えて、正確なタスク、
及びここで論議されるプロセス構成が実質的に手直しされても等価な結果を成し遂げるこ
とを当業者は評価する。これらの、または他の変化、及び修正は本発明の範囲内に含まれ
ることは、当業者にとって明らかである。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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