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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末装置（１）であって、
　前記端末装置（１）の端末装置能力の変化を検知するための検知手段（１３，１６，１
８，１９）と、
　装置管理サーバ（３）に送信するために前記端末装置能力の変化に関する情報を含む要
求メッセージを生成する手段（１３，１５）と、
　前記の変化した端末装置能力に対応する新しいパラメータの好み設定を前記装置管理サ
ーバ（３）から受信するための手段（１５）と、
　前記新しいパラメータの好み設定によって前記端末装置（１）を設定するために、前記
の受信したパラメータの好み設定を使用する手段と、
　ユーザ識別情報を記憶するためのユーザモジュール（１７）と、
　前記ユーザモジュール（１７）と前記端末装置（１）との間で情報を伝送するためのユ
ーザモジュール接続部（１８）と、
を備え、
　前記ユーザモジュールから前に読み出された前記ユーザ識別情報が前記端末装置（１）
に記憶され、
　前記ユーザモジュール（１７）に記憶されているユーザ識別情報と、前記端末装置（１
）に記憶されているユーザ識別情報とを、前記端末装置（１）の端末装置能力の変化を判
定するために比較するように構成する、ことを特徴とする端末装置。
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【請求項２】
　前記端末装置能力の変化に関する情報は、前記変化した端末装置能力に関する情報又は
前記変化した端末装置能力に関する情報のある場所を示す指示子を含むことを特徴とする
請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　少なくとも１つの付属品接続部（１９）を備え、前記検知手段（１３，１６，１８，１
９）は、付属品（２０）が前記付属品接続部（１９）に接続されているか否かを検知する
ための接続バス（１９．１）を備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の端末装置
。
【請求項４】
　前記要求メッセージに前記ユーザ識別情報を含めるように構成されることを特徴とする
請求項１に記載の端末装置。
【請求項５】
　装置識別情報が前記端末装置（１）に記憶され、前に該端末装置から読み出された装置
識別情報が前記ユーザモジュール（１７）に記憶され、前記端末装置（１）の端末装置能
力の変化を判定するために、前記ユーザモジュール（１７）に記憶されている装置識別情
報と、前記端末装置（１）に記憶されている装置識別情報とを比較するように構成するこ
とを特徴とする請求項１又は４に記載の端末装置。
【請求項６】
　前記要求メッセージに前記装置識別情報を含めるように構成されることを特徴とする請
求項５に記載の端末装置。
【請求項７】
　前記端末装置（１）にアプリケーションをインストールし、更新し、また、該アプリケ
ーションを該端末装置（１）から削除するための手段（１３，１６）を備え、前記検知手
段（１３，１６，１８，１９）は、前記アプリケーションのインストール、更新及び削除
を検知するための手段（１３）を含むことを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記
載の端末装置。
【請求項８】
　前記端末装置（１）の端末装置能力情報は、前記のインストールされたアプリケーショ
ンで前記端末装置（１）に提供することを特徴とする請求項７に記載の端末装置。
【請求項９】
　前記アプリケーションの好み設定を変えるための手段（１３，１６）を備え、前記検知
手段（１３，１６，１８，１９）は、前記アプリケーションの好み設定の変化を検知する
ための手段（１３，１７）を備えることを特徴とする請求項７又は８に記載の端末装置。
【請求項１０】
　前記端末装置（１）にサービスをインストールし、更新し、また、該サービスを前記端
末装置（１）から削除するための手段（１３，１６，１７）を備えており、前記検知手段
（１３，１６，１８，１９）は、前記サービスのインストール、更新及び削除を検知する
ための手段（１３，１７）を備えることを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載
の端末装置。
【請求項１１】
　前記サービスの好み設定を変えるための手段（１３，１６，１７）を備え、前記検知手
段（１３，１６，１８，１９）は、前記サービスの好み設定の変化を検知するための手段
（１３，１７）を備えることを特徴とする請求項１０に記載の端末装置。
【請求項１２】
　前記要求メッセージは、ユーザエージェントプロファイルメッセージであることを特徴
とする請求項１～１１のいずれか一項に記載の端末装置。
【請求項１３】
　前記端末装置（１）から移動体通信ネットワーク（２）を介して装置管理サーバ（３）
へ少なくとも下記の能力情報、
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－前記端末装置（１）によってサポートされ、パラメータの好み設定を前記端末装置（１
）に送信するときに使用できるプロトコル、
－前記端末装置（１）の製造業者に関する情報、
－前記端末装置（１）のモデルに関する情報、及び
－前記端末装置（１）のソフトウェアバージョンに関する情報、
を送信するように構成することを特徴とする請求項１～１２のいずれか一項に記載の端末
装置。
【請求項１４】
　前記端末装置（１）を使用したユーザによって記憶させられた全ての前記パラメータが
、対応するユーザ識別情報と共に前記端末装置（１）に記憶され、前記端末装置（１）は
、前に使用されたユーザ識別情報及び対応するパラメータが前記端末装置（１）に記憶さ
れているか否かを検査するための手段（１３，１６）を備え、前記端末装置（１）の端末
装置能力に関する情報を前記端末装置（１）からデータ転送ネットワーク（２）に送信せ
ずに、前に記憶されたパラメータを前記端末装置（１）において使用するように構成する
ことを特徴とする請求項１～１３のいずれか一項に記載の端末装置。
【請求項１５】
　前記端末装置（１）は、無線端末装置（１）であることを特徴とする請求項１～１４の
いずれか一項に記載の端末装置。
【請求項１６】
　端末装置（１）の設定に関する方法であって、設定に使用される情報が前記端末装置（
１）から装置管理サーバ（３）へ送信される方法において、
　前記端末装置（１）において前記端末装置（１）の端末装置能力の変化を検査し、
　前記端末装置能力に変化が検知されたとき、前記装置管理サーバ（３）に送信するため
に前記の変化した端末装置能力に関する情報を含む要求メッセージを生成し、
　前記端末装置（１）の設定のために、前記変化した端末装置能力に対応する新しいパラ
メータの好み設定に関する情報を前記端末装置（１）が受信し、
　前記端末装置の設定を、前記新しいパラメータの好み設定に従って実行する
ことを特徴とし、
前記方法は、
　前記端末装置（１）は少なくとも１つの付属品接続部（１９）を備え、前記端末装置能
力の変化を検知するために、付属品（２０）が前記付属品接続部（１９）に接続されてい
るか否かを検知し、
　少なくとも１つのユーザモジュール（１７）が前記端末装置（１）にインストールされ
、前記端末装置能力の変化を検知するために、前記ユーザモジュール（１７）と前記端末
装置（１）との間で情報を伝送すること
を更に特徴とし、
　ユーザ識別情報が前記ユーザモジュール（１７）に記憶され、該ユーザモジュールから
前に読み出されたユーザ識別情報が前記端末装置（１）に記憶され、前記端末装置（１）
の端末装置能力の変化を判定するために、前記ユーザモジュール（１７）に記憶されてい
るユーザ識別情報と、前記端末装置に記憶されているユーザ識別情報とを比較することを
特徴とする、方法。
【請求項１７】
　前記要求メッセージに前記ユーザ識別情報を含めるステップを更に有することを特徴と
する請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　装置識別情報が前記端末装置（１）に記憶され、前に該端末装置から読み出された装置
識別情報が前記ユーザモジュール（１７）に記憶され、前記端末装置（１）の端末装置能
力の変化を判定するために、前記ユーザモジュール（１７）に記憶されている装置識別情
報と、前記端末装置（１）に記憶されている装置識別情報とを比較することを特徴とする
請求項１６に記載の方法。
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【請求項１９】
　端末装置（１）の設定に関する方法であって、設定に使用される情報が前記端末装置（
１）から装置管理サーバ（３）へ送信される方法において、
　前記端末装置（１）において前記端末装置（１）の端末装置能力の変化を検査し、
　前記端末装置能力に変化が検知されたとき、前記装置管理サーバ（３）に送信するため
に前記の変化した端末装置能力に関する情報を含む要求メッセージを生成し、
　前記端末装置（１）の設定のために、前記変化した端末装置能力に対応する新しいパラ
メータの好み設定に関する情報を前記端末装置（１）が受信し、
　前記端末装置の設定を、前記新しいパラメータの好み設定に従って実行する
ことを特徴とし、
前記方法は、
　前記端末装置（１）は少なくとも１つの付属品接続部（１９）を備え、前記端末装置能
力の変化を検知するために、付属品（２０）が前記付属品接続部（１９）に接続されてい
るか否かを検知し、
　少なくとも１つのユーザモジュール（１７）が前記端末装置（１）にインストールされ
、前記端末装置能力の変化を検知するために、前記ユーザモジュール（１７）と前記端末
装置（１）との間で情報を伝送すること
を更に特徴とし、
　前記端末装置能力の変化に関する情報は、前記変化した端末装置能力に関する情報又は
前記変化した端末装置能力に関する情報がある場所を示す指示子を含むことを特徴とし、
　装置識別情報が前記端末装置（１）に記憶され、前に該端末装置から読み出された装置
識別情報が前記ユーザモジュール（１７）に記憶され、前記端末装置（１）の端末装置能
力の変化を判定するために、前記ユーザモジュール（１７）に記憶されている装置識別情
報と、前記端末装置（１）に記憶されている装置識別情報とを比較することを特徴とする
、方法。
【請求項２０】
　前記要求メッセージに前記装置識別情報を含めるステップを更に有することを特徴とす
る請求項１８又は１９に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、システムに用いられるべき端末装置に関し、それは装置管理サーバ及び、設
定に関連して使用される情報を端末装置と装置管理サーバとの間で伝送するためのデータ
転送ネットワークを備えている。また、本発明はシステムに関し、それは、端末装置と、
装置管理サーバと、設定に関連して使用される情報を端末装置と装置管理サーバとの間で
伝送するためのデータ転送ネットワークとを備えている。さらに、本発明は端末装置の設
定に関する方法に関し、この方法では、設定に使用される情報は端末装置から装置管理サ
ーバに送信される。本発明はまた、設定情報を端末装置に提供する方法にも関し、この方
法では、設定に使用される情報は端末装置から装置管理サーバに送信される。さらに、本
発明は端末装置の設定に使用されるコンピュータソフトウェア製品に関し、このコンピュ
ータソフトウェア製品は設定に使用される情報を端末装置から装置管理サーバに送信する
ための機械実行可能なプログラムコマンドを備える。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信ネットワークとインターネットとは急速に発展し、そのユーザの数は増え続け
ている。例えばＷＡＰ技術によって、いわゆるメディアフォン（ｍｅｄｉａ　ｐｈｏｎｅ
ｓ）などの無線通信ネットワークのディジタル移動体通信装置に、進歩したインターネッ
トサービスをもたらすことができる。ＷＡＰはオープンスタンダードであって、ＧＳＭ（
Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）
（汎欧州ディジタル移動電話方式））、ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａ
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ｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（一般パケット無線サービス））、ＰＤＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ（パーソナルディジタルセルラ））、ＣＤＭＡ　ＩＳ
－９５（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ（符号分割多重
接続））、ＴＤＭＡ　ＩＳ－１３６（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
Ａｃｃｅｓｓ（時分割多重接続））、並びにＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ（
ワイドバンドＣＤＭＡ））及びＣＤＭＡ－２０００等の第３世代ネットワークなどのディ
ジタル無線通信ネットワークの大部分を地球規模で支援するように設計されている。
【０００３】
　インターネットに接続されている端末装置のユーザは、以前から、画像、テキスト、短
いビデオクリップ及びオーディオクリップなどのマルチメディアコンポーネントを、電気
的な形であるインターネットサーバから自分たちのコンピュータ端末装置に取り込むこと
ができていた。データ転送速度が高まり、移動体通信装置の能力が向上して、無線ネット
ワークでもマルチメディアメッセージサービスへの関心が高まっている。
【０００４】
　マルチメディアメッセージサービスが無線データ通信システムに関連して開発されたと
き、例えば無線端末装置及び電波伝搬路の容量が、典型的には例えば有線コンピュータ端
末装置及びデータネットワークと比べて限られているために、新たな問題が発生した。
【０００５】
　ＷＣＤＭＡなどの第３世代移動体通信ネットワークのためにマルチメディアメッセージ
サービスが開発され、このサービスでは、一定のメッセージ送信センタに蓄積されて無線
端末装置を宛先としているメッセージは、その無線端末装置との連絡が取れ次第その無線
端末装置に送信されることになっている。しかし、マルチメディアメッセージを無線端末
装置に送信することに関して問題が生じる可能性がある。すなわち、セルラネットワーク
の移動体通信装置など、無線端末装置のメモリスペースは限られているため、マルチメデ
ィアメッセージは移動体通信装置に使用されているメモリに必ずしも収まらない。無線端
末装置に送信されるマルチメディアメッセージは、無線端末装置の技術上の限界に起因し
て（例えば、処理能力が不十分であったり、ビデオ能力を欠いていたり、適切なソフトウ
ェアを欠いていたりして）、その無線端末装置が扱えないような要素を含む可能性があり
、そのような場合には前記の要素は無線資源を無駄に使って端末装置に不必要に送信され
たことになる。
【０００６】
　マルチメディアメッセージ伝送に関して、受信側端末装置が必要に応じてユーザの特別
の好み設定（ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）を考慮してマルチメディアメッセージを受信し、処
理できることが保証されるように、第３世代の移動体通信ネットワークのために開発され
たマルチメディアメッセージサービスでは、無線端末装置の能力に関する情報がマルチメ
ディアメッセージ通信ネットワークに送信される。能力伝送は、アプリケーション層及び
転送接続層などの、マルチメディアシステムプロトコルスタックのいろいろな層で実行す
ることができる。
【０００７】
　能力についての通知に関して、無線端末装置と、そこで使用されるマルチメディアメッ
セージクライアントとの能力に関する情報が、無線端末装置からマルチメディアメッセー
ジサービスシステムに送信される。これらの能力は、大まかに４つの別々のグループ、す
なわち
　１）装置能力、
　２）ソフトウェア能力、
　３）マルチメディアサービスアプリケーション（ユーザエージェント）の能力、及び
　４）マルチメディアメッセージに特定の特別の能力、
に分けられる。
【０００８】
　上記の能力のうちのいくつかは、不変で、かつ大部分は端末装置のモデル及びバージョ
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ンに依存するような能力を含む。端末装置の能力のいくつかは、例えば、その端末装置で
使用されるアプリケーションに依存する。この種の能力の例として、端末装置でサポート
されるソフトウェアベースのデコーダ、プロトコル能力などを挙げることができる。これ
らの能力は比較的不変であるが、例えばソフトウェア更新と関連して、又は無線端末装置
に付属品を結合させるときに、これらのソフトウェア能力は変化することがある。マルチ
メディアアプリケーションの能力は、例えば、マルチメディアメッセージエージェント（
ＭＭＳユーザエージェント）の能力、ユーザの設定可能な好み設定などを含む。マルチメ
ディアメッセージに特定の特別の能力は、典型的には特定のマルチメディアメッセージに
のみ関連し、これらの能力は問題のマルチメディアメッセージ伝送に関連して伝送される
。
【０００９】
　ＷＡＰシステムのために開発されたマルチメディアメッセージサービスにおいては、各
マルチメディアメッセージのために無線セッション（ＷＳＰセッション）が生成される。
このような各セッションを生成するとき、マルチメディアメッセージを受信する無線端末
装置は、自分の能力に関する情報をマルチメディアメッセージセンタに送る。これを実装
するために、いわゆるユーザエージェントプロファイル（ＵＡＰｒｏｆ）が開発されてお
り、これは、マルチメディア動作に関連して、無線端末装置のユーザにより実行される能
力及び好み設定に関する情報などの、無線端末装置の能力に関する情報（ＣＰＩ，Ｃａｐ
ａｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（ＣＰＩ，能
力及び好み設定情報））を含む。
【００１０】
　現行の移動体通信システムのうちのあるものにおいては、無線端末装置は、発達したサ
ービス及び伝送チャネルを利用する前に、設定をしなければならない。この種のサービス
及び送信チャネルの例として、マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）、ＷＡＰシ
ステム（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（無線アプリケ
ーションプロトコル））、及びＧＰＲＳパケット送信サービス（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃ
ｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を挙げることができる。
【００１１】
　無線端末装置の設定は、今日では例えば手動で行うことができ、この場合には無線端末
装置のユーザは所要のパラメータを設定する。パラメータを設定するために、ユーザは、
例えば装置の製造業者から、オペレータのマニュアルから、又はインターネットから、必
要な指示を得ることができる。ユーザは、その目的のための書式を得るために例えば端末
装置製造業者、又は移動体通信ネットワークのサービスプロバイダのインターネットペー
ジなどのインターネットを検索し、その書式で端末装置の電話番号と、おそらくはその端
末装置のタイプに関する情報とを通知し、その後にパラメータを得るためにその書式を送
信して、パラメータの設定を実行することもできる。その書式に対する応答として、パラ
メータが例えばテキストメッセージとして端末装置に送られる。第３の設定オプションは
、無線端末装置から例えば装置製造業者又は移動体通信ネットワークのサービスプロバイ
ダが通知した特定の番号にテキストメッセージを送ることである。この後に、パラメータ
は例えばテキストメッセージとして無線端末装置に送信される。パラメータを提供する第
４の可能性は、ユーザがサービスプロバイダのサービスセンタに連絡して、パラメータを
無線端末装置に送信するように要求することである。この選択肢では、パラメータは例え
ばテキストメッセージとして送られる。この種の構成は、例えば米国特許第６，２９２，
６６８号及び仕様“スマートメッセージ送信仕様；改訂３．０．０；１８．１２．２００
０”（”Ｓｍａｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ；　Ｒｅｖｉｓ
ｉｏｎ　３．０．０；　１８．１２．２０００”）に記載されている。これらの上記選択
肢に関して、問題は、とりわけ、それらが少なくとも部分的に手動であることである。す
なわち、ユーザは、パラメータが無線端末装置に送信される前に自分で手続きを実行しな
ければならない。実際上、このことは、ほとんどすべてのユーザが、無線端末装置の特別
の能力を使うために無線端末装置に必要なパラメータを、入手することすらできないこと
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を意味する。したがってユーザは、少なくともあるパラメータを無線端末装置において投
入又は更新することを利用の前提としているような提供サービスも利用することができな
い。このことの１つの結果として、サービスプロバイダが、ユーザの数が充分に多くなけ
ればそのようなサービスを提供することに関心を持たないことにもなる。
【００１２】
　無線端末装置の設定は、装置製造業者又はディーラによっても実行され得るが、その場
合には、もしその後にパラメータが変更されたならば、パラメータの好み設定を製造業者
又はディーラによって設定されたパラメータの好み設定に従って回復することは難しいか
もしれない。この種のパラメータ設定では、ユーザの夫々の好み設定又はニーズを通知す
るのは容易なことではなく、その場合にはパラメータの好み設定はユーザの観点からは必
ずしも適切にならない。この構成は、もしユーザが無線端末装置を例えば中古品として入
手した場合も、実用的ではない。
【００１３】
　例えばユーザが何らかの情報を間違って入力したとき、又はユーザが自分の無線端末装
置を他人に貸してその人がパラメータを変更した場合など、無線端末装置のパラメータの
好み設定が何らかの理由で壊されたか、又は初期の好み設定にリセットされているような
場合にも、製造業者又はディーラによって実行される設定は不適切である。
【００１４】
　パラメータを手動で設定することの欠陥を正すために、自動設定ソリューションがいく
つか開発された。例えば、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ
ｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ（第３世代パートナーシッププロジェクト））標準規格のために
いわゆる自動装置設定（ＡＤＣ）が導入されており、それによればユーザは高々パラメー
タの好み設定を使用可能にするための承認をすること以外には何もしなくて良い。この方
法は、無線端末装置の能力の変更がシステムにおいて検知されることに基づいている。能
力に変更が検知されると、それに応じて無線端末装置のパラメータに関する情報を変更す
ることができる。能力の変更の検知は、例えば装置識別情報及び加入者識別情報によって
実行することができる。
【００１５】
　ＩＭＥＩ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｉｄｅ
ｎｔｉｔｙ（国際移動体通信装置識別情報））などの、識別のための装置識別情報が無線
端末装置のために指定される。移動電話加入者のために個人識別情報（ＩＭＳＩ，Ｉｎｔ
ｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ（国際
移動体通信加入者識別情報）も指定され、それは、例えばＳＩＭカード（Ｓｕｂｓｃｒｉ
ｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ（加入者識別情報モジュール））又はＵＳＩＭ
カード（ＵＭＴＳ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ（ＵＭＴＳ
加入者識別情報モジュール））などの加入者カード８に記憶される。このＳＩＭ／ＵＳＩ
Ｍカードは、無線端末装置を無線通信に使用する前にその無線端末装置内にセットされる
。図１及び２は、この動作原理を簡単に示している。始めに、無線端末装置の装置識別情
報（ＩＭＥＩ）とユーザ識別情報（ＩＭＳＩ）とが無線端末装置１から移動体通信ネット
ワーク２に送信される１０１。この情報は、移動体通信ネットワーク２において装置識別
情報加入者識別情報のペアとして記憶され２０１、この場合、無線端末装置１が次に移動
体通信ネットワーク２に接続するとき、又は移動体通信ネットワーク２が特にそれを要求
するとき、前記の両方の識別情報が再び無線端末装置１から移動体通信ネットワーク２に
送信される。その後、先に記憶された装置識別情報ユーザ識別情報のペアが、例えばユー
ザ識別情報に基づいて移動体通信ネットワークにおいて探索される。そのとき、記憶され
ている装置識別情報及びユーザ識別情報と、無線端末装置２から受信された装置識別情報
及びユーザ識別情報とを比較する２０３ことが可能であり、もし受信された装置識別情報
が記憶されている装置識別情報と同じでなければ、ユーザが無線端末装置２を他の無線端
末装置に変更したと断定することができる。移動体通信ネットワーク２から装置管理サー
バ３（ＤＭＳ）にメッセージが送信され１０２、このメッセージでユーザの無線端末装置
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１における変更が通知される。新しい装置識別情報に関する情報も、そのメッセージで送
られる。装置管理サーバ３は、装置識別情報に基づいて、問題の無線端末装置１の能力に
関する情報を、データベース４から取得する１０３。装置管理サーバ３は、無線端末装置
の能力に対応する新しいパラメータのある設定メッセージを形成し、メッセージを例えば
テキストメッセージとして無線端末装置に送信する１０４。無線端末装置１において、受
信されたメッセージからパラメータが取得されて記憶される。必要なときには、その新し
いパラメータを記憶し、使用する前に、その新しいパラメータをユーザが承認するか否か
をユーザになお確かめることができる。
【００１６】
　装置識別情報及びユーザ識別情報を送信する上記動作は、移動体通信ネットワーク２の
要求により、例えば、無線端末装置１を起動したときに実行される。移動体通信ネットワ
ークは、例えばいわゆるブラックリストにおいてマークされている端末装置を識別し、ま
たこの種の端末装置への接続を切断し、この接続で受信された識別情報を利用するためな
ど、何らかの他の目的のために識別情報の送信を要求することができる。
【００１７】
　装置特定情報を記憶するのに使われるデータベース４は、例えば、移動体通信ネットワ
ークのサービスプロバイダの内部データベースであってよく、又は例えば装置製造業者に
より維持される外部データベースであってもよい。装置特定情報は、装置識別情報の全体
又はその一部を使用することによってデータベース４から検索することができる。例えば
、もし装置識別情報の特定の部分（例えばＴＡＣすなわちＴｙｐｅ　Ａｐｐｒｏｖａｌ　
Ｃｏｄｅ（タイプ承認コード））が同じであるような装置では同じ能力が使用可能とすれ
ば、能力情報はこの特定部分に基づいてのみ検索すれば充分である。
【００１８】
　ユーザ識別情報、装置識別情報及び装置特定情報を入手する他の可能性は、装置管理サ
ーバの使用に基づくものである。これは図３に示されている。装置管理サーバ３は、いわ
ゆるＭＡＰ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ（移動体通信アプリケー
ションパート））仕様に従って、例えば常時問合せメッセージ（Ａｎｙ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎ
ｔｅｒｒｏｇａｔｉｏｎ　ｍｅｓｓａｇｅ，（ＡＴＩ））で端末装置１のユーザのために
指定されたホームロケーションレジスタ５（Ｈｏｍｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔ
ｅｒ　（ＨＬＲ））と連絡を取る。このＭＡＰ　ＡＴＩメッセージ３０１で、サーバ３は
ホームロケーションレジスタ５に問題の無線端末装置１の装置識別情報ＩＭＥＩを送るよ
うに要求する。例えば電話番号（ＭＳＩＳＤＮ）などの、ユーザの識別情報に関する情報
がそのメッセージで送信される。ホームロケーションレジスタ５は、例えば、ＭＡＰ仕様
に従って加入者情報提供メッセージ（Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｎｆｏ
　ｍｅｓｓａｇｅ　（ＰＳＩ））で、対応するビジタロケーションレジスタ６（ＶＬＲ）
などにその要求を送信する３０２。要求メッセージを受信したビジタロケーションレジス
タ６は、応答メッセージをホームロケーションレジスタ５に送り３０３、それは、要求さ
れた装置識別情報ＩＭＥＩを、もしそれを見付けられたら、送信する。この装置識別情報
は、例えばＡＴＩ肯定応答メッセージＡＴＩ＿Ａｃｋで、ホームロケーションレジスタ５
から要求を開始した装置管理サーバ３にさらに送信される３０４。装置識別情報ＩＭＥＩ
は、肯定応答メッセージで送信される。その後、装置管理サーバ３は、装置識別情報ＩＭ
ＥＩに基づいて、問題の装置の能力をデータベース４から判定する３０５，３０６。その
後、装置管理サーバ３は、上記第１選択肢の場合と同様に、設定メッセージを無線端末装
置１に送信することができる。
【００１９】
　端末装置の変更を管理するためのさらに他の１つの方法選択肢は、ユーザモジュールＳ
ＩＭ（ＵＳＩＭ）により実行される解明（ｃｌａｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ）に基づく。ある
動作を実行するためのＵＳＩＭ／ＳＩＭアプリケーションツールキット（ＵＳＡＴ）など
のアプリケーションがユーザモジュールに組込まれている。これらの動作により、ユーザ
モジュールは、例えば無線端末装置が起動される毎に、無線端末装置からの装置識別情報
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ＩＭＥＩを判定する。もし装置識別情報が前の問合せで判定された装置識別情報と異なれ
ば、そのユーザモジュールがある他の装置に組込まれた、すなわちユーザの無線端末装置
が変更されている、と断定することができる。その結果として、端末装置の変更に関する
情報が無線端末装置から移動体通信ネットワークに送られる。その後、例えば上記原理に
よって、新しい端末装置に関する情報を取得することができる。
【００２０】
　無線端末装置１が設定された後に、無線端末装置のユーザが使用するようになったすべ
てのサービスが、必ずしもその無線端末装置の能力又はユーザの好み設定に気づかないこ
とがあり得る。その結果として、例えば、無線端末装置１のために提供された例えばマル
チメディアコンテンツなどのコンテンツが、無線端末装置１の能力及びユーザの好み設定
と両立しないことがあり得る。この問題を取り除くために、１つのメカニズムが開発され
ており、これによってユーザエージェントプロファイル（ＵＡＰｒｏｆ）をサーバに送信
することができ、そこから、あるサービスに関連するコンテンツが無線端末装置に送信さ
れる。このユーザプロファイルは、装置の能力及びユーザの好み設定に関する情報を含む
。この情報は、簡単にＣＰＩ（Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（能力及び好み設定情報））とも称される。コンテンツを送るサ
ーバは、自分が受け取ったユーザプロファイルに基づいて、受信側の無線端末装置１がコ
ンテンツを適切に取り扱えるように、送信されるコンテンツを選択し及び／又は修正する
。図４は、このユーザプロファイル機能の主要な要素、すなわち、無線端末装置１、コン
テンツ提供サーバ９、プロファイル記憶場所１０、ｈｔｔｐリピーター１１、ＷＡＰゲー
トウェイ１２及びホームロケーションレジスタ５、を示す。また、システムのいろいろな
動作ブロック間の接続に使用されるプロトコルの例がこの図において示されている。例え
ば、無線端末装置１とＷＡＰゲートウェイ１２との間にはいわゆるＷＡＰセッションを形
成することができ、そこではＷＳＰプロトコルが使用される（ＷＡＰ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＷＡＰセッションプロトコル））。ＷＡＰゲートウェイ１２とコンテ
ンツ提供サーバ９との間では、無線端末装置１とｈｔｔｐリピーター１１との間、無線端
末装置１とコンテンツ提供サーバ９との間、またｈｔｔｐリピーター１１とコンテンツ提
供サーバ９との間と同様に、例えばｈｔｔｐプロトコルが使用される。ＣＰＩ情報及びこ
の情報のためのインジケータ（ＵＲＩ，Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｉｎｄｉｃ
ａｔｏｒ（統一資源インジケータ））が、例えばＷＳＰ又はｈｔｔｐメッセージのアドレ
スフィールドで送信される。
【００２１】
　ＷＡＰゲートウェイがこのＣＰＩ情報を使わないということはあり得るが、例えば、も
しホームロケーションレジスタ５からの情報に基づいて、受信されたＣＰＩ情報がそのま
までは問題の無線端末装置において、又は問題のユーザのために使用することができない
と判定されたならば、それを他の情報と完全に、又は部分的に置き換えることができる。
さらに、上記ＵＡＰｒｏｆ機能をサポートしないような無線端末装置の場合には、ＷＡＰ
ゲートウェイはこのＣＰＩ情報を形成することができる。
【００２２】
　ある場合には、ｈｔｔｐプロトコルの代わりに無線ｈｔｔｐプロトコル（Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓ　ｈｔｔｐ，Ｗ－ｈｔｔｐ）を使用することが可能であることにも言及するべきであ
る。しかし、これ自体は本発明との関係では重要ではない。また、２つ以上の前記インジ
ケータＵＲＩがあり得るが、これも本発明を応用する見地からは重要ではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２３】
【特許文献１】特開２００２－２５９３３５号公報
【特許文献２】特開２００２－１１１８８８号公報
【特許文献３】特開２００２－２６８８５７号公報
【特許文献４】特開２００１－２５６０２７号公報
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【特許文献５】特開２００３－８７４２４号公報
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　本発明の目的は、無線端末装置の設定に関する改良された方法を提供することである。
本発明は、無線端末装置において何らかの能力における変化を検知し、これに基づいてこ
の変化に関する情報をシステムに送信するという思想に基づいている。システムは、新し
い能力に対応するパラメータの好み設定を提供し、それを設定するために無線端末装置に
送信するという役割を果たす。より正確に述べれば、本発明の端末装置は、主として、端
末装置が端末装置の能力の変化を検知するための手段と、端末装置能力の変化に関する情
報を装置管理サーバに送信するための手段と、装置管理サーバから送信された変化した能
力に対応する新しいパラメータの好み設定を受信するための手段とを備えることを特徴と
する。本発明のシステムは、主として、端末装置が端末装置能力の変化を検知するための
手段を備えることを１つの特徴としており、その場合には前記システムは、端末装置能力
の変化に関する情報を装置管理サーバに送信するための手段と、その変化した能力に対応
するパラメータの好み設定を判定するための手段と、新しい能力に対応するパラメータの
好み設定を、端末装置設定のために該端末装置に送信するための手段とを備え、端末装置
は装置管理サーバから送信された新しいパラメータの好み設定を受信するための手段を備
えることを特徴とする。本発明の方法は、主として、端末装置において端末装置能力の変
化が検査され、もし端末装置能力の変化が検知されたならばその変化した能力に関する情
報が装置管理サーバに送信され、変化した能力に対応するパラメータの好み設定が判定さ
れてその新しいパラメータの好み設定に関する情報が前記端末装置に送信され、該端末装
置の設定がその新しいパラメータの好み設定に従って行われることを特徴とする。本発明
の端末装置のために設定情報を供給する方法は、主として、端末装置において端末装置能
力の変化が検査され、もし端末装置能力の変化が検知されたならばその変化した能力に関
する情報が装置管理サーバに送信され、変化した能力に対応するパラメータの好み設定が
判定されてその新しいパラメータの好み設定に関する情報が前記端末装置に送信され、該
端末装置の設定がその新しいパラメータの好み設定に従って行われることを特徴とする。
本発明のコンピュータソフトウェア製品は、主として、端末装置の能力変化を判定し、変
化した端末装置能力に関する情報を装置管理サーバに配信すべくデータ転送ネットワーク
に送信し、前記装置管理サーバから前記データ転送ネットワークに送信された新しいパラ
メータの好み設定を受信し、その新しいパラメータの好み設定に従って前記端末装置を設
定するための機械実行可能なプログラムコマンドを前記コンピュータソフトウェア製品が
備えることを特徴とする。
【００２５】
　本発明は、従来技術のソリューションに比べて顕著な利点を示す。本発明のシステムに
おいては、ユーザモジュール又は装置識別情報の変化に基づかないような端末装置能力の
変化を検知することも可能である。例えば、新しいアプリケーション（アプリケーション
ソフトウェア）が無線端末装置にインストールされた後、若しくは補助カードが無線端末
装置にインストールされ、又は該無線端末装置から削除されたとき、この種の変化も検知
することができ、それらに関する情報をデータ転送システムに送信することができ、その
場合には無線端末装置はそれらの新しい能力により良く対応するように設定することがで
きる。したがって、問題の無線端末装置において提示されるのに適していないようなコン
テンツは回避され、反対に、送信されたコンテンツは、そのコンテンツを受信した無線端
末装置において処理することができるような形に修正することができる。したがって、本
発明によれば、無線端末装置の見地からは無用であるか、又は誤ったタイプのコンテンツ
が無線端末装置へ配信されることを減少させることができる。
【００２６】
　次に、添付図面を参照して本発明を更に詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
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【００２７】
【図１】従来技術の無線端末装置設定に使用されるソリューションを示す。
【図２】従来技術の無線端末装置設定に使用されるソリューションを示す。
【図３】従来技術の無線端末装置設定に使用されるソリューションを示す。
【図４】従来技術の無線端末装置設定に使用されるソリューションを示す。
【図５】本発明の構成を略図として示す。
【図６】本発明の実施例の無線端末装置を簡略ブロック図で示す。
【図７】本発明の実施例による方法で使用されるデータ伝送をシグナリング図として示す
。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図６は、本発明の実施例による無線端末装置１を簡略ブロック図で示す。無線端末装置
１は、例えば、制御ブロック１３、ユーザインターフェース１４、データ転送手段１５、
及びメモリ１６を備える。さらに、無線端末装置１は、ＳＩＭカード又はＵＳＩＭカード
等のユーザモジュール１７と、ユーザモジュール１７を接続するためのユーザモジュール
インターフェース１８とを備える。ユーザ特定情報がユーザモジュール１７に記憶される
。無線端末装置１のメモリモジュール１６は、ＲＡＭメモリ、不揮発性ランダムアクセス
メモリ（ＮＶＲＡＭ）、及びおそらくはまた例えば装置識別情報ＩＭＥＩを記憶する永久
メモリ（ＲＯＭ）、などの交換可能メモリを含む。装置識別情報ＩＭＥＩはまた、不揮発
性メモリの、ユーザ及びアプリケーションが変更することのできない位置に格納されても
よい。無線端末装置に１つ以上の付属品インターフェース１９があってもよく、これに、
無線端末装置１のメモリ内容を増やすためにメモリカード又はその類似物等の付属品を接
続させることができる。この付属品インターフェース１９と関連して接続バス１９．１等
が配置されており、これにより、無線端末装置１において付属品と無線端末装置１との間
で情報を転送することができる。この接続バスは、あるアプリケーションでは、付属品の
接続又は取り外しを検知し、また該付属品のタイプを識別するためにも使用することがで
きる。
【００２９】
　下記は、図６に示されている無線端末装置１における本発明の実施例による方法の動作
についての記述である。動作電圧が無線端末装置１に接続されると、制御ブロック１３は
、それ自体としては公知のスタートアッププログラムを実行する。このスタートアッププ
ログラムにおいて、無線端末装置１の特定の動作好み設定が有効としてセットされる。こ
れらの動作好み設定はメモリ１６に格納することができる。さらに、ユーザモジュールイ
ンターフェース１８と付属品接続部１９とが活性化される。また、ユーザモジュール１７
は、典型的には、自分自身の制御ブロック１７．１、メモリ１７．２及びインターフェー
ス１７．３を備えており、ここに、例えば、ユーザモジュール１７と無線端末装置１との
間で情報を転送するための接続バスがある。ユーザモジュールインターフェース１８を活
動化させると、ユーザモジュール１７の制御ブロック１７．１においてプログラムコード
の実行も開始される。
【００３０】
　ユーザモジュール１７には、例えばＵＳＩＭ／ＳＩＭアプリケーションツールキットア
プリケーションがインストールされており、これは、例えば下記のように無線端末装置の
装置識別情報の判定を実行する。ユーザモジュール１７は、装置識別情報問合せを無線端
末装置１に送信する。これに対する応答として、無線端末装置１は装置識別情報ＩＭＥＩ
をユーザモジュール１７に送信する。ユーザモジュール１７において、おそらくはユーザ
モジュールのメモリ１７．２に記憶されている装置識別情報との比較が実行される。装置
識別情報がユーザモジュールにまだ記憶されていなければ、又は記憶されている装置識別
情報が無線端末装置１から送信された装置識別情報ＩＭＥＩと同じでなければ、無線端末
装置１又はユーザモジュールが初めてスタートアップされたか、又はユーザモジュール１
７がある他の無線端末装置１に移されていると推定することができる。ユーザモジュール
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１７は、無線端末装置１から受信した装置識別情報ＩＭＥＩが前に記憶された装置識別情
報と同じでなければ、又は装置識別情報がユーザモジュール１７のメモリ１７．２に前に
記憶されていなければ、この装置識別情報ＩＭＥＩを記憶する。ユーザモジュール１７は
この比較に関する情報を無線端末装置１に送信し、その場合、無線端末装置１において装
置識別情報ＩＭＥＩに基づいて無線端末装置１の設定を実行する必要があるか否かを判定
することができる。無線端末装置１は、ユーザモジュール１７にユーザ識別情報ＩＭＳＩ
に関する情報を要求することができる。したがって、無線端末装置１はユーザ識別情報Ｉ
ＭＳＩを装置識別情報ＩＭＥＩと比較することができ、この場合、ユーザ識別情報ＩＭＳ
Ｉに基づいて無線端末装置１の設定を実行する必要があるか否かを、無線端末装置１にお
いて判定することができる。
【００３１】
　付属品接続部１９も無線端末装置１において検査され、それは何らかの付属品２０又は
複数の付属品が付属品接続部１９にインストールされているか否かを判定することを目的
としている。これは、例えば、接続バス１９．１の１つ以上のラインの状態を検査するこ
とによって実行することができる。無線端末装置１に接続された付属品に関する情報が、
前のスタートアップ後に無線端末装置１のメモリ１６に記憶することができたということ
があり得る。前に記憶された情報を前記の１つ以上のラインの状態と比較することができ
る。その比較によってそれらの状態が互いに一致しないことが示されたならば、１つ又は
複数の付属品が付属品接続部１９にインストールされているか、若しくはインストールさ
れていた付属品が取り外されたか、又は何らかの他の付属品２０と交換されたと推定する
ことができる。したがって、付属品設定は変更されており、このことは、無線端末装置１
が例えばマルチメディアコンテンツなどをどのように処理できるかということに影響を及
ぼす可能性がある。付属品設定に関する情報は、必要なときに無線端末装置１を設定する
ためにシステムに送信される。
【００３２】
　無線端末装置１における装置変更に加えて、必要なときには、無線端末装置１にインス
トールされているアプリケーションとそれらにおける変化とを判定することも可能である
。これは、例えば、アプリケーションのインストールと関連させて制御ブロック１３のオ
ペレーティングシステム等が、そのインストールされたアプリケーションに関する情報と
、無線端末装置１の能力が変化したことに関する情報とを記憶するように、実行すること
ができる。同様に、アプリケーションを削除したとき、無線端末装置１の変化した能力に
関する情報が設定される。
【００３３】
　無線端末装置１の能力が変化したことを制御ブロック１３が検知すると、能力変化に関
する情報を装置管理サーバ３に送信するために必要な手続きが実行される。図５は、端末
装置１の能力の変化に関する情報を知らせ、また無線端末装置１を設定するために本発明
の実施例のシステムにおいて使用される方法の諸段階を示す。移動体通信ネットワーク２
は、ある段階で、ユーザプロファイルベースの（ＵＡＰｒｏｆ）データ伝送メカニズムが
移動体通信ネットワーク２で使用できることを無線端末装置１に知らせた５０１可能性が
ある。この後、無線端末装置１は、無線端末装置１にパラメータの好み設定を提供するこ
とを求める要求メッセージを送信する５０２。この要求メッセージは、図５において矢印
５０１により表されている。この要求メッセージは、例えば移動体通信ネットワーク２の
何らかのシグナリングチャネル（例えばＵＳＳＤ，Ｕｎｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　Ｓｕｐｐ
ｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ（非構造化補助サービスデータ））を介
して移動体通信ネットワークに送信される。なぜならば、ＩＰプロトコルに基づくデータ
送信は、この段階ではあらゆる場合に使用できるわけではないからである。無線端末装置
１は、この要求に装置能力に関する情報を例えばＵＡＰｒｏｆ形式で付加する。したがっ
て、要求メッセージは、装置の能力情報又は装置能力情報のための１つ以上のＵＲＩなど
のインジケータを含む。要求メッセージは移動体通信ネットワーク２において受信され、
ここで無線端末装置１の能力についての要求メッセージに含まれている情報が判定される
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。その後、例えば何らかの標準規格に従うメッセージが、移動体通信ネットワーク２にお
いて装置管理サーバ３に送信される５０３。このメッセージは、無線端末装置１により送
信されたＵＡＰｒｏｆ構造で送信された無線端末装置１の能力に関する情報を含む。移動
体通信ネットワーク２は、必要ならば、移動体通信ネットワークのサービスプロバイダ特
定情報をこのメッセージに付け加えることもできる。無線端末装置１から受信された要求
メッセージの処理及び転送は、例えば、ＷＡＰゲートウェイ１２又は何らかの他のネット
ワークエレメントによって実行される。装置管理サーバ３は、問題の無線端末装置１に適
するパラメータの好み設定をデータベース４から判定し５０４、無線端末装置１の設定の
ために、これらのパラメータの好み設定の無線端末装置１への送信５０５を実行する。
【００３４】
　無線端末装置の上記能力情報は、ソフトウェアが更新されているとき、その更新された
ソフトウェアと共に受信することができる。能力情報はまた、無線端末装置１に関連して
新しい付属品が付け加えられたとき、付属品から受信することもできる。
【００３５】
　パラメータの好み設定が無線端末装置１に送信される前に、装置管理サーバ３から受信
されたパラメータの好み設定が修正され、又はそれらに新しい好み設定がネットワークエ
レメントにおいて付け加えられるということがあり得る。他の１つの選択肢は、装置管理
サーバ３から情報が受信され、その情報が実際のパラメータを含んでいないが、その情報
に基づいて他のネットワークエレメントにおいてパラメータの好み設定が生成されるとい
う選択肢である。
【００３６】
　本発明の１つの実施例では、少なくとも次に列挙する情報、すなわち、パラメータの好
み設定を無線端末装置１に送信するのに使用することができる無線端末装置１によりサポ
ートされるプロトコルと、無線端末装置１の製造業者に関する情報と、無線端末装置１の
モデルに関する情報と、無線端末装置１のソフトウェアバージョンに関する情報と、が無
線端末装置１から移動体通信ネットワーク２に、更に装置管理サーバ３に送信される。上
記の情報は、例えば、ＵＡＰｒｏｆメッセージの固定部分に付加される。
【００３７】
　例えば、何らかのサービス又はコンテンツが無線端末装置にインストールされ、又は無
線端末装置から削除された場合に、無線端末装置１の能力の変化を知らせるためにもＵＡ
Ｐｒｏｆメッセージ構造を使用することができる。無線端末装置１において行われた可能
性があるパラメータの好み設定のリセットを検知することも可能であるので、従来技術の
システムが無線端末装置１の設定ニーズを検知しないような多くの場合に再設定を実行す
ることができる。無線端末装置１のユーザにより使用される移動体通信ネットワークのサ
ービスプロバイダは、例えば、移動体通信ネットワークで使用されるサービスを変更する
ことができる。非限定的な例として、通常の回線交換データサービス（Ｃｉｒｃｕｉｔ　
Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｄａｔａ　ｓｅｒｖｉｃｅ　（ＣＳＤ））が高速回線交換データ接続
（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｄａｔａ　ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ　（ＨＳＣＳＤ））に取って代わられるか、又はＣＳＤに加えてＨＳＣＳＤを使
用する可能性がある場合を挙げることができる。この新しいサービスを、例えばユーザモ
ジュール１７の能力を変更することによって無線端末装置１にインストールすることがで
きる。したがって、無線端末装置１において新しいサービス及び／又はサービスの好み設
定／能力の変化を検知し、それに関する情報を装置管理サーバ３に送信することが可能で
ある。この情報に基づいて、装置管理サーバ３は新しいサービス／サービスの好み設定に
従う状態に対応するように、無線端末装置１の設定を実行することができる。
【００３８】
　本発明は、無線端末装置１にインストールされたユーザモジュール１７が、何らかの他
のユーザモジュール１７に変更される場合に使用するのにも適している。装置識別情報は
同じままであり、ユーザ識別情報が変化する。しかし、装置識別情報がユーザモジュール
に記憶されていないか、又は記憶されている装置識別情報が、ユーザモジュールがインス
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トールされていた無線端末装置の装置識別情報と同じでなければ、前記の変化をユーザモ
ジュールにおいて検知することができる。あるアプリケーションでは、無線端末装置１が
新しいユーザモジュール１７を検知するということもあり得る。
【００３９】
　実際には、何らかの他のユーザモジュール１７が一時的に無線端末装置１に変えられる
こともあり得る。無線端末装置１の装置識別情報は、取り外されたユーザモジュール１７
に記憶されている。他のユーザモジュールのインストール後に、装置識別情報の変化が検
知され、その場合には無線端末装置１の再構成が行われる。取り外されたユーザモジュー
ル１７が、その間何らかの他の端末装置にインストールされることなく、次に再び無線端
末装置１にインストールされたとき、ユーザモジュール１７に記憶されている装置識別情
報は、無線端末装置１の装置識別情報と一致する。しかし、無線端末装置１は、何らかの
他のユーザモジュールが無線端末装置１内にあったために、その間は異なるものとして設
定されていたということがあり得る。このような場合、無線端末装置１において、例えば
ユーザモジュール１７に記憶されているユーザ識別情報を検査することができる。これを
実行するために、何らかの他の使用時に無線端末装置１のメモリにユーザ識別情報が記憶
されている。この記憶されているユーザ識別情報を、ユーザモジュールに記憶されている
ユーザ識別情報と比較することにより、その間何らかの他のユーザモジュールが無線端末
装置１にインストールされていたか否かを判定し、必要ならば、無線端末装置１の再構成
を開始するべきか否かを判定することができる。
【００４０】
　１つの選択肢は、無線端末装置１を使用したすべてのユーザにより記憶させられたパラ
メータが、これらに対応するユーザ識別情報と同じく無線端末装置２に記憶されるという
選択肢である。前に使用されたユーザ識別情報と、それに対応するパラメータとが無線端
末装置１内にあれば、要求がデータ伝送ネットワークに行かないようにし、前に記憶され
たパラメータが使用される。
【００４１】
　本発明の方法は、無線端末装置１及び／又はユーザモジュール１７の最初のスタートア
ップ時に使用されるのにも適する。したがって、装置識別情報は必ずしも無線端末装置の
メモリ１６又はユーザモジュールのメモリ１７．２に記憶しておく必要はなく、それは無
線端末装置１の装置識別情報ＩＭＥＩとの前記比較において検知される。
【００４２】
　以上、ＵＡＰｒｏｆメッセージの使用を提示したが、本発明との関係で他のメッセージ
構造も使用できることは明らかである。さらに、無線端末装置１がＷＳＰ又はｈｔｔｐセ
ッションのスタートアップを実行できず、ＵＡＰｒｏｆメッセージを利用できない場合、
何らかの他の適切なメッセージ伝送を使用することも可能である。これは、例えば、新し
い無線端末装置の場合に、又は無線端末装置のＧＰＲＳ及びＷＡＰパラメータがリセット
された場合に、おそらく必要になるであろう。
【００４３】
　この方法は、ユーザがユーザインターフェースを介してパラメータをフォーマットする
ことを要求する場合にも応用することができる。この場合、移動体通信ネットワークに送
信される要求は、無線端末装置１により開始される場合と実質的に同じである。
【００４４】
　本発明と関連して、例えばＧＰＲＳパケットネットワーク等の運用中の部分を利用する
ことも可能である。
【００４５】
　無線端末装置１として、例えばノキア９２１０ｉコミュニケータ（Ｎｏｋｉａ　９２１
０ｉ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｏｒ）などの無線通信装置、移動体通信装置などを使用する
ことが可能である。
【００４６】
　本発明が上記実施例のみに限定されず、本願請求項の範囲内で修正できることは明らか
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