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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセス制御クライアントを配布する方法において、
　セキュアなレポジトリ内に記憶された複数のアクセス制御クライアントの配布ステータ
スを追跡する段階と、
　ターゲット移動装置に対して、複数のアクセス制御クライアントの第１のアクセス制御
クライアントを暗号化する段階であって、前記ターゲット移動装置は、２つ以上の配布エ
ンティティのうちいずれか１つから前記暗号化された第１のアクセス制御クライアントを
ダウンロードするように構成されたものである段階と、
　前記暗号化された第１のアクセス制御クライアントを２つ以上の配布エンティティの各
々へ送信する段階と、
　前記セキュアなレポジトリから第１のアクセス制御クライアントを除去する段階と、
　前記第１のアクセス制御クライアントに対応する配布ステータスを更新し、
　　前記セキュアなレポジトリからの前記第１のアクセス制御クライアントの除去、及び
、
　　前記２つ以上の配布エンティティへの前記暗号化された第１のアクセス制御クライア
ントの送信を、
　示す段階と、
　前記ターゲット移動装置が前記暗号化された第１のアクセス制御クライアントを前記２
つ以上の配布エンティティのうちの１つの配布エンティティからダウンロードしたことの
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決定に応答して、
　　前記暗号化された第１のアクセス制御クライアントを前記２つ以上の配布エンティテ
ィの各々から除去する段階と、
　　前記配布ステータスを更新して、前記２つ以上の配布エンティティの各々から前記暗
号化された第１のアクセス制御クライアントの除去を反映する段階と、
を備えた方法。
【請求項２】
　前記暗号化された第１のアクセス制御クライアントは前記２つ以上の配布エンティティ
によって変更されない、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記配布ステータスを追跡する段階は、前記複数のアクセス制御クライアントの各アク
セス制御クライアントに関連付けられた配布データを維持する段階を備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　前記配布ステータスを追跡する段階は、前記複数のアクセス制御クライアントの各アク
セス制御クライアントに関連付けられたトランザクションデータを維持する段階を備えた
、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　アクセス制御クライアントを配布する方法において、
　独特なターゲット装置に対して暗号化されたアクセス制御クライアントを２つ以上の配
布位置の各々において受信する段階と、
　２つ以上の配布位置のいずれか１つにおいて、前記暗号化されたアクセス制御クライア
ントに対する前記独特のターゲット装置からの要求を受信する段階と、
　前記独特のターゲット装置へ前記暗号化されたアクセス制御クライアントを送信する段
階と、
　前記暗号化されたアクセス制御クライアントが前記独特のターゲット装置へ首尾良く送
信されたことを示す情報を受信することに応答して、
　　前記２つ以上の配布位置の各々において、前記暗号化されたアクセス制御クライアン
トを除去またはインアクティブとする段階と、
を備えた方法。
【請求項６】
　前記暗号化されたアクセス制御クライアントは、ネットワーク集中エンティティに通知
せずに前記独特のターゲット装置へ送信される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記暗号化されたアクセス制御クライアントは、メタデータに関連付けられる、請求項
５に記載の方法。
【請求項８】
　前記メタデータは、前記暗号化されたアクセス制御クライアントに関連付けられた識別
情報を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記メタデータは、前記暗号化されたアクセス制御クライアントの発行者に関する情報
を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記メタデータは、前記暗号化されたアクセス制御クライアントに関連付けられたアカ
ウント情報を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記メタデータは、前記暗号化されたアクセス制御クライアントに関連付けられたステ
ータス情報を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　前記独特のターゲット装置からの前記メタデータに対する要求を、前記２つ以上の配布
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位置のうちのいずれか１つにおいて受信する段階をさらに備える、請求項７に記載の方法
。
【請求項１３】
　アクセス制御クライアントを配布するためのアプライアンスにおいて、
　複数のアクセス制御クライアントの配布ステータスを追跡するように構成された署名ア
プライアンスと、
　ターゲット装置に対して複数のアクセス制御クライアントを独特に暗号化するように構
成されたセキュリティモジュールと、
　プロセッサと、
　前記プロセッサとデータ通信する記憶装置であって、プロセッサにより実行されたとき
に、アプライアンスが、
　　複数のアクセス制御クライアントのうちの１つのアクセス制御クライアントに対する
要求をターゲット装置から受信し、
　　前記セキュリティモジュールに、前記ターゲット装置に対する前記アクセス制御クラ
イアントを独特に暗号化させ、
　　その暗号化されたアクセス制御クライアントを２つ以上の配布位置へ送信し、該２つ
以上の配布位置のいずれか１つは、前記暗号化されたアクセス制御クライアントを前記タ
ーゲット装置へ送信することができ、
　　前記署名アプライアンスに、前記暗号化されたアクセス制御クライアントに関連付け
られた配布ステータスを更新させ、前記２つ以上の配布位置の各々への前記暗号化された
アクセス制御クライアントの送信を反映させる
ように構成されたコンピュータ実行可能なインストラクションを記憶する記憶装置と、
を備えたアプライアンス。
【請求項１４】
　前記アプライアンスは、更に、複数のアクセス制御クライアントをローカルで記憶する
ためのセキュアな記憶装置を備えた、請求項１３に記載のアプライアンス。
【請求項１５】
　前記複数のアクセス制御クライアントの各アクセス制御クライアントは、前記セキュア
な記憶装置について独特に暗号化される、請求項１４に記載のアプライアンス。
【請求項１６】
　前記セキュリティモジュールは、更に、前記アクセス制御クライアントが前記セキュア
な記憶装置について暗号化されている場合、前記ターゲット装置に対して前記アクセス制
御クライアントを暗号化する前に、前記アクセス制御クライアントを解読するように構成
される、請求項１４に記載のアプライアンス。
【請求項１７】
　命令を記憶するコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記命令は、コンピュ
ータ装置に含まれるプロセッサによって実行されると、当該コンピュータ装置に、
　セキュアなレポジトリ内に記憶された複数のアクセス制御クライアントの配布ステータ
スを追跡する段階と、
　ターゲット移動装置に対して、複数のアクセス制御クライアントの第１のアクセス制御
クライアントを暗号化する段階であって、前記ターゲット移動装置は、２つ以上の配布エ
ンティティのうちいずれか１つから前記暗号化された第１のアクセス制御クライアントを
ダウンロードするように構成されたものである段階と、
　前記暗号化された第１のアクセス制御クライアントを２つ以上の配布エンティティの各
々へ送信する段階と、
　前記セキュアなレポジトリから第１のアクセス制御クライアントを除去する段階と、
　前記第１のアクセス制御クライアントに対応する配布ステータスを更新し、
　　前記セキュアなレポジトリからの前記第１のアクセス制御クライアントの除去、及び
、
　　前記２つ以上の配布エンティティへの前記暗号化された第１のアクセス制御クライア
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ントの送信を、
　示す段階と、
　前記ターゲット移動装置が前記暗号化された第１のアクセス制御クライアントを前記２
つ以上の配布エンティティのうちの１つの配布エンティティからダウンロードしたことの
決定に応答して、
　　前記暗号化された第１のアクセス制御クライアントを前記２つ以上の配布エンティテ
ィの各々から除去する段階と、
　　前記配布ステータスを更新して、前記２つ以上の配布エンティティの各々から前記暗
号化された第１のアクセス制御クライアントの除去を反映する段階と、
　を実行させるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項１８】
　前記暗号化された第１のアクセス制御クライアントは前記２つ以上の配布エンティティ
によって変更されない、請求項１７に記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項１９】
　前記配布ステータスを追跡する段階は、前記複数のアクセス制御クライアントの各アク
セス制御クライアントに関連した配布データを維持する段階を備えた、請求項１７に記載
のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項２０】
　命令を記憶するコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記命令は、コンピュ
ータ装置に含まれるプロセッサによって実行されると、当該コンピュータ装置に、
　独特なターゲット装置に対して暗号化されたアクセス制御クライアントを２つ以上の配
布位置の各々において受信する段階と、
　２つ以上の配布位置のいずれか１つにおいて、前記暗号化されたアクセス制御クライア
ントに対する前記独特のターゲット装置からの要求を受信する段階と、
　前記独特のターゲット装置へ前記暗号化されたアクセス制御クライアントを送信する段
階と、
　前記暗号化されたアクセス制御クライアントが前記独特のターゲット装置に首尾良く送
信されたことを示す情報を受信することに応答して、
　　前記２つ以上の配布位置の各々において、前記暗号化されたアクセス制御クライアン
トを除去またはインアクティブとする段階と、
を備えたコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に、通信システムの分野に係り、より詳細には、バーチャルアクセス
制御クライアントをネットワーク内で効率的に配布し記憶することに係る。
【０００２】
　優先権及び関連出願：本出願は、２０１１年４月２７日に出願された“APPARATUS AND 
METHODS FOR DISTRIBUTING AND STORING ELECTRONIC ACCESS CLIENTS”と題する米国特許
出願第１３／０９５，７１６号の優先権を主張し、これは、２０１１年４月５日に出願さ
れた“APPARATUS AND METHODS FOR DISTRIBUTING AND STORING ELECTRONIC ACCESS CLIEN
TS”と題する米国プロビジョナル特許出願第６１／４７２，１１５号の優先権を主張し、
その各々は、参考としてここにそのまま援用される。
【０００３】
　又、本出願は、次の共通所有の、同時係争中の米国特許出願にも係る。２０１１年４月
５日に出願された“APPARATUS AND METHODS FOR CONTROLLING DISTRIBUTION OF ELECTRON
IC ACCESS CLIENTS”と題する米国特許出願第１３／０８０，５５８号；２０１０年１１
月２２日に出願された“WIRELESS NETWORK AUTHENTICATION APPARATUS AND METHODS”と
題する第１２／９５２，０８２号；２０１０年１１月２２日に出願された“APPARATUS AN
D METHODS FOR PROVISIONING SUBSCRIBER IDENTITY DATA IN A WIRELESS NETWORK”と題
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する第１２／９５２，０８９号；２０１０年１２月２８日に出願された“VERTUAL SUBSCR
IBER IDENTITY MODULE DISTRIBUTION SYSTEM”と題する第１２／９８０，２３２号；２０
０９年１月１３日に出願された“POSTPONED CARRIER CONFIGURATION”と題する第１２／
３５３，２２７号；並びに２０１１年４月５日に出願された“APPARATUS AND METHODS FO
R STORING ELECTRONIC ACCESS CLIENTS”と題する米国プロビジョナル特許出願第６１／
４７２，１０９号（現在、２０１１年４月２５日に出願された同じ名称の米国特許出願第
１３／０９３，７２２号）；２０１０年１０月２８日に出願された“METHODS AND APPARA
TOUS FOR ACCESS CONTROL CLIENT ASSUSTED ROAMING”と題する第６１／４０７，８５８
号（現在、２０１１年５月１７日に出願された同じ名称の米国特許出願第１３／１０９，
８５１号）；２０１０年１０月２８日に出願された“MANAGEMENT SYSTEMS FOR MULTIPLE 
ACCESS CONTROL ENTITIES”と題する第６１／４０７，８６１号（現在、２０１１年４月
４日に出願された同じ名称の米国特許出願第１３／０７９，６１４号）；２０１０年１０
月２８日に出願された“APPARATUS AND METHODS FOR DELIVERING ELECTRONIC IDENTIFICA
TION COMPONENTS OVER A WIRELESS NETWORK”と題する第６１／４０７，８６２号（現在
、２０１１年５月１９日に出願された同じ名称の米国特許出願第１３／１１１，８０１号
）；２０１０年１０月２８日に出願された“METHODS AND APPARATOUS FOR STORAGE AND E
XECUTION OF ACCESS CONTROL CLIENTS”と題する第６１／４０７，８６６号（現在、２０
１１年４月５日に出願された同じ名称の米国特許出願第１３／０８０，５２１号）；２０
１０年１０月２９日に出願された“ACCESS DATA PROVISIONING SERVICE”と題する第６１
／４０８，５０４号（現在、２０１１年４月１日に出願された“ACCESS DATA PROVISIONI
NG APPARATUS AND METHODS”と題する米国特許出願第１３／０７８，８１１号）；２０１
０年１１月３日に出願された“METHODS AND APPARATOUS FOR ACCESS DATA RECOVERY FROM
 A MALFUNCTIONING DEVICE”と題する第６１／４０９，８９１号（現在、２０１１年１１
月２日に出願された同じ名称の米国特許出願第１３／２８７，８７４号）；２０１０年１
１月４日に出願された“SIMULACRUM OF PHYSICAL SECURITY DEVICE AND METHODS”と題す
る第６１／４１０，２９８号（現在、２０１１年４月５日に出願された同じ名称の米国特
許出願第１３／０８０，５３３号）；及び２０１０年１１月１２日に出願された“APPARA
TUS AND METHODS FOR RECORDATION OF DEVICE HISTORY ACROSS MULTIPLE SOHTWARE EMULA
TION”と題する第６１／４１３，３１７号（現在、２０１１年１１月１１日に出願された
同じ名称の米国特許出願第１３／２９４，６３１号）。これら出願は、各々、参考として
ここにそのまま援用する。
【背景技術】
【０００４】
　従来のほとんどのワイヤレス無線通信システムでは、セキュアな通信のためにアクセス
制御が要求される。例えば、１つの簡単なアクセス制御スキームは、（ｉ）通信当事者の
アイデンティティを検証すること、及び（ii）検証されたアイデンティティにふさわしい
アクセスレベルを許可すること、を含む。規範的なセルラーシステム（例えば、ユニバー
サルモバイルテレコミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ））の環境内では、アクセス
制御は、物理的ユニバーサル集積回路カード（ＵＩＣＣ）で実行されるユニバーサル加入
者アイデンティティモジュール（ＵＳＩＭ）と称されるアクセス制御クライアントによっ
て支配される。ＵＳＩＭアクセス制御クライアントは、ＵＭＴＳセルラーネットワークへ
の加入者を認証する。認証に成功した後、加入者は、セルラーネットワークへのアクセス
が許される。以下に使用する「アクセス制御クライアント」という語は、一般的に、ハー
ドウェア又はソフトウェア内で実施されてネットワークへの第１装置のアクセスを制御す
るのに適した論理的エンティティを指す。アクセス制御クライアントの共通の例として、
前記ＵＳＩＭ、ＣＤＭＡ加入者識別モジュール（ＣＳＩＭ）、ＩＰマルチメディアサービ
スアイデンティティモジュール（ＩＳＩＭ）、加入者アイデンティティモジュール（ＳＩ
Ｍ）、除去可能なユーザアイデンティティモジュール（ＲＵＩＭ）、等が含まれる。
【０００５】
　慣習的に、ＵＳＩＭ（又はより一般的には“ＳＩＭ”）は、セキュアな初期化を確保す
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るために適用データ及びプログラムを検証し及び解読する良く知られた認証及びキー合意
（ＡＫＡ）手順を遂行する。より詳細には、ＵＳＩＭは、（ｉ）リモートチャレンジに首
尾良く応答してそのアイデンティティをネットワークオペレータに証明し、そして（ii）
ネットワークのアイデンティティを検証するためのチャレンジを発行しなければならない
。
【０００６】
　慣習的なＳＩＭ解決策は、除去可能な集積回路カード（ＩＣＣ）（“ＳＩＭ”カードと
も称される）内で実施されるが、本譲受人による初期の研究は、移動装置内で実行される
ソフトウェアクライアント内のＳＩＭオペレーションをバーチャル化することに向けられ
る。バーチャル化されたＳＩＭオペレーションは、装置のサイズを減少し、装置の機能を
高め、そしてより大きな融通性を与えることができる。
【０００７】
　不都合なことに、バーチャル化されたＳＩＭオペレーションは、ネットワークオペレー
タ及び装置製造者に多数の新たなチャレンジも与える。例えば、慣習的なＳＩＭカードは
、製造されて、信頼性あるＳＩＭベンダーによって保証される。これらの慣習的なＳＩＭ
カードは、ＳＩＭカードに永久的に「焼き付けられた」ソフトウェアの単一のセキュアな
バージョンを実行する。焼き付けられると、カードは、（ＳＩＭカードを破壊することな
しに）改竄することはできない。これらカードの配布は、カードを配布センター、小売店
及び／又は顧客に発送するための簡単なプロセスである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　対照的に、バーチャル化されたＳＩＭは、コピー、増殖、等が容易である。各ＳＩＭは
、限定されたネットワークリソースへのアクセスの量についての契約を表わすが、バーチ
ャル化されたＳＩＭの不正使用は、ネットワークオペレーション及びユーザの経験に多大
な影響を及ぼす。従って、バーチャル化されたＳＩＭを配布するために新規な配布インフ
ラストラクチャーが要求される。理想的には、そのような新規な配布インストラクチャー
は、（ｉ）ＳＩＭ保存を強制し、（ii）過剰なネットワークトラフィック（「ボトルネッ
ク」とも称される）を防止し、そして（iii）合理的な災害復旧能力を与えるものでなけ
ればならない。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、とりわけ、バーチャルアクセス制御クライアントをネットワーク内で効率的
に配布するための装置及び方法を提供することにより前記要望に対処する。
【００１０】
　本発明の１つの態様において、アクセス制御クライアントを効率的に配布する方法が開
示される。一実施形態において、この方法は、セキュアなレポジトリ内で１つ以上のアク
セス制御クライアントを追跡し、ターゲット装置に対してアクセス制御クライアントを独
特に暗号化し、暗号化されたアクセス制御クライアントを１つ以上の配布位置へ送信し、
そしてセキュアなレポジトリからアクセス制御クライアントを除去することを含む。１つ
の変形例において、１つ以上の配布位置は、暗号化されたアクセス制御クライアントを変
更するものではなく、そしてターゲット装置は、単一の配布位置のみから単一の暗号化さ
れたアクセス制御クライアントのみをダウンロードするように構成される。
【００１１】
　本発明の別の態様において、アクセス制御クライアントを効率的に配布する方法が開示
される。一実施形態において、この方法は、暗号化されたアクセス制御クライアントを１
つ以上の配布位置に記憶し、その記憶された暗号化されたアクセス制御クライアントに対
する要求に応答して、その暗号化されたアクセス制御クライアントを配信し、そしてその
暗号化されたアクセス制御クライアントが１つ以上の配布位置のいずれかから首尾良く配
信されるのに応答して、その記憶された暗号化されたアクセス制御クライアントをデアク
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チベートすることを含む。１つの変形例において、１つ以上の配布位置は、暗号化された
アクセス制御クライアントを変更するものではなく、そして暗号化されたアクセス制御ク
ライアントは、独特なターゲット装置に対して構成される。
【００１２】
　暗号化されたアクセス制御クライアントは、非制御形態で配信され、各記憶された暗号
化されたアクセス制御クライアントは、メタデータに関連付けられる。メタデータは、例
えば、アクセス制御クライアント識別情報、アクセス制御クライアント発行者情報、アク
セス制御クライアントアカウント情報、及び／又はアクセス制御クライアントステータス
情報を含む。ある変形例において、特定のアクセス制御クライアントに関連したメタデー
タに対する要求に応答してメタデータが与えられる。
【００１３】
　本発明の更に別の態様において、アクセス制御クライアントを効率的に配布するための
アプライアンスが開示される。一実施形態において、このアプライアンスは、１つ以上の
アクセス制御クライアントを追跡するように構成された署名アプライアンスと、ターゲッ
ト装置に対してｅＳＩＭを独特に暗号化するよう構成されたセキュリティモジュールと、
プロセッサと、そのプロセッサとデータ通信する記憶装置とを備えている。記憶装置は、
プロセッサにより実行されたときに、ターゲット装置からの追跡されるアクセス制御クラ
イアントに対する要求に応答して、要求されたアクセス制御クライアントを独特に暗号化
し、その暗号化されたアクセス制御クライアントを１つ以上の配布位置へ送信し、そして
署名アプライアンスを更新する、ように構成されたコンピュータ実行可能なインストラク
ションを含む。１つの変形例において、１つ以上の配布位置は、暗号化されたアクセス制
御クライアントを変更するものではなく、そしてターゲット装置は、単一の配布位置のみ
から単一の暗号化されたアクセス制御クライアントのみをダウンロードするように構成さ
れる。
【００１４】
　アプライアンスは、更に、１つ以上のローカル記憶された暗号化されたアクセス制御ク
ライアントのためのセキュアな記憶装置を備えている。１つのそのような変形例において
、１つ以上のローカル記憶されたアクセス制御クライアントは、アプライアンスについて
独特に暗号化される。別のそのような変形例において、セキュリティモジュールは、アプ
ライアンスについて独特に暗号化されたｅＳＩＭを解読するように更に構成される。
【００１５】
　別の実施形態では、１つ以上のアクセス制御クライアントは、電子的加入者アイデンテ
ィティモジュール（ｅＳＩＭ）を含み、そして１つ以上の配布位置は、ｅＳＩＭデポット
を含む。
【００１６】
　本発明の更に別の態様において、アクセス制御クライアントを効率的に配布するための
デポットが開示される。一実施形態において、このデポットは、ネットワークと通信する
ためのネットワークインターフェイスと、プロセッサと、該プロセッサとデータ通信する
記憶装置とを備えている。記憶装置は、プロセッサにより実行されたときに、ターゲット
装置について暗号化されたアクセス制御クライアントを記憶し、その記憶された暗号化さ
れたアクセス制御クライアントに対する要求が要求者装置から受け取られるのに応答して
、その暗号化されたアクセス制御クライアントを要求者装置配信し、そしてその暗号化さ
れたアクセス制御クライアントがターゲット装置へ首尾良く配信されるのに応答して、そ
の記憶された暗号化されたアクセス制御クライアントを削除する、ように構成されたコン
ピュータ実行可能なインストラクションを含む。
【００１７】
　別の実施形態では、記憶装置は、各アクセス制御クライアントに関連したメタデータを
記憶するように構成される。１つのそのような変形例において、コンピュータ実行可能な
インストラクションは、更に、特定のアクセス制御クライアントに関連したメタデータに
対する要求に応答して、その要求されたメタデータを与えるように構成される。
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【００１８】
　本発明の更に別の特徴、その性質及び種々の効果は、添付図面及び以下の詳細な説明か
ら明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】従来のＵＳＩＭを使用する１つの規範的な認証及びキー合意（ＡＫＡ）手順をグ
ラフ的に示す図である。
【図２】本発明によりネットワーク内でバーチャルアクセス制御クライアントを効率的に
配布し記憶するための一般的な方法の一実施形態を示す論理フローチャートである。
【図３】本発明によりアクセス制御クライアントを配布し記憶するのに有用な１つの規範
的なネットワークアーキテクチャーのブロック図である。
【図４】ｅＳＩＭの１つの規範的なライフサイクルの梯子図で、その種々の観点を示す図
である。
【図５】本発明によるアプライアンス装置の一実施形態を示すブロック図である。
【図６】本発明によるデポット装置の一実施形態を示すブロック図である。
【図７】本発明によるユーザ装置の一実施形態を示すブロック図である。
【図８】本発明による持続的記憶装置の一実施形態を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　全ての図は、著作権２０１１アップル社。全ての権利を所有。全体を通して同じ部分が
同じ番号で示された添付図面を参照する。
【００２１】
　概略
　本発明は、とりわけ、ネットワーク内でアクセス制御クライアントを効率的に配布しそ
して記憶するための方法及び装置を提供する。一実施形態において、ｅＳＩＭ独特さ及び
保存を強制し、そして「ボトルネック」混雑を防止するようにネットワークトラフィック
を配布する電子的加入者アイデンティティモジュール（ｅＳＩＭ）配布ネットワークイン
フラストラクチャーが説明される。更に、配布ネットワークの１つの開示される実施形態
は、災害復旧能力を提供する。
【００２２】
　ここに詳細に述べるように、ｅＳＩＭ配布のためのインフラストラクチャーの規範的な
ネットワーク実施形態は、３つの論理的エンティティ、即ち多数のｅＵＩＣＣアプライア
ンス（又は「アプライアンスクラスター）、多数のｅＳＩＭデポット、及び持続的記憶装
置を含む。各ｅＵＩＣＣアプライアンスは、更に、署名アプライアンス、セキュリティモ
ジュール、及びセキュアな記憶装置に分割される。１つの規範的な実施形態では、セキュ
アな記憶装置は、揮発性メモリ（ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、スタティックＲＡ
Ｍ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、等）より成る。
【００２３】
　ｅＵＩＣＣアプライアンスは、ネットワークインフラストラクチャー内でｅＳＩＭ独特
さ及び保存を強制する。特に、署名アプライアンスは、１つ以上の配布されたｅＳＩＭ、
並びにそれに関連した発行されたチャレンジ及び／又は既知のステータスを追跡する。署
名アプライアンスは、その署名アプライアンスが受信した又はその署名アプライアンスが
送信するｅＳＩＭの暗号化及び解読を行うようにセキュリティモジュールに命令する。又
、署名アプライアンスは、ｅＵＩＣＣアプライアンスのセキュアな記憶装置内にｅＳＩＭ
をセキュアに記憶することができる。従って、本発明の１つの態様において、ｅＵＩＣＣ
アプライアンスは、各ｅＳＩＭが考慮されること（ｅＵＩＣＣアプライアンスに記憶され
る間に）、及び各ｅＳＩＭが行先装置に対して特に暗号化されて配信されることを保証す
る。
【００２４】
　ｅＳＩＭデポットは、ネットワーク「ボトルネック」を防止するための配布チャンネル
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を与え、特に、複数のｅＳＩＭデポットが、行先ｅＵＩＣＣへまだ配信されていないｅＳ
ＩＭの同じ暗号コピーを保持することができる。例えば、ｅＳＩＭ、ｅＵＩＣＣ及びチャ
レンジの暗号結合体を、後で配信するためにｅＳＩＭデポットにキャッシュすることがで
きる。装置は、任意のｅＳＩＭデポットからｅＳＩＭを検索することができ、たとえ１つ
のｅＳＩＭデポットが利用できなくても、装置は、別の任意のｅＳＩＭデポットからｅＳ
ＩＭを検索することができる。装置は、それがｅＳＩＭを受信すると、ｅＳＩＭを解読し
てアクチベートすることができる。
【００２５】
　本発明の１つの規範的な実施形態において、システムは、更に、装置が任意のｅＳＩＭ
デポットからコピーを一度しかインポートできないように構成され、他のｅＳＩＭデポッ
トに記憶された他のコピーは、その後、除去され、削除され、又はインアクティブにされ
る。装置それ自体がこの制約を実施してもよいし、或いはｅＳＩＭデポットが、例えば、
内部同期通信を経て同期通信を維持してもよい。
【００２６】
　更に、種々の装置は、ある実施形態において、それらのコンテンツを持続的記憶装置に
対して周期的にバックアップすることができる。持続的記憶装置は、装置に特有のキーで
暗号化されたバックアップデータを記憶する。災害の場合には、持続的記憶装置は、適当
なキーが与えられたときに、そのバックアップデータを与えることができる。１つの規範
的な実施形態において、持続的記憶装置は、不揮発性メモリ（フラッシュ、ハードディス
クドライブ（ＨＤＤ）、等）より成る。
【００２７】
　効率的配布のための多数の他のスキーム及び実施形態についても以下に詳細に述べる。
【００２８】
　規範的実施形態の詳細な説明
　本発明の規範的実施形態及び態様を以下に詳細に説明する。これらの実施形態及び態様
は、主として、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥ又はＵＭＴＳセルラーネットワークの加入者
アイデンティティモジュール（ＳＩＭ）に関連して説明するが、当業者であれば、本発明
は、これに限定されないことが明らかであろう。実際に、本発明の種々の態様は、アクセ
ス制御クライアントを記憶して装置へ配布することから利益が得られるネットワークであ
れば、（セルラーであろうと、非セルラーワイヤレスであろうと、他のものであろうと）
いずれにおいても有用である。
【００２９】
　又、「加入者アイデンティティモジュール」という語がここで使用されるが（例えば、
ｅＳＩＭ）、この語は、必ずしも次のことを意味し又は要求するものではないことも認識
されたい。（ｉ）加入者それ自体による使用（即ち、本発明は、加入者により実施されて
もよいし非加入者によって実施されてもよい）；（ii）１人の個人のアイデンティティ（
即ち、本発明は、家族のような個人のグループ、或いは企業のような無形又は架空のエン
ティティに代わって実施されてもよい）；或いは（iii）任意の有形「モジュール」装置
又はハードウェア。
【００３０】
　従来の加入者アイデンティティモジュール（ＳＩＭ）オペレーション
　規範的な従来のＵＭＴＳセルラーネットワークの環境の中で、ユーザ装置（ＵＥ）は、
移動装置と、ユニバーサル加入者アイデンティティモジュール（ＵＳＩＭ）とを備えてい
る。ＵＳＩＭは、物理的ユニバーサル集積回路カード（ＵＩＣＣ）から記憶されて実行さ
れる論理的ソフトウェアエンティティである。加入者情報や、ワイヤレスネットワークサ
ービスを得るためにネットワークオペレータとの認証に使用されるキー及びアルゴリズム
のような種々の情報がＵＳＩＭに記憶される。ＵＳＩＭソフトウェアは、Ｊａｖａ　Ｃａ
ｒｄTMプログラミング言語に基づく。Ｊａｖａ　Ｃａｒｄは、（前記ＵＩＣＣのような）
埋め込まれた「カード」形式の装置に対して変更されたＪａｖａTMプログラミング言語の
サブセットである。
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【００３１】
　一般的に、ＵＩＣＣは、加入者配布の前にＵＳＩＭでプログラムされ、前プログラミン
グ又は「個人化」は、各ネットワークオペレータに特有のものである。例えば、配備の前
に、ＵＳＩＭは、国際移動加入者アイデンティティ（ＩＭＳＩ）、独特の集積回路カード
識別子（ＩＣＣ－ＩＤ）、及び特定認証キー（Ｋ）に関連付けられる。ネットワークオペ
レータは、ネットワークの認証センター（ＡｕＣ）内に収容されたレジストリに関連性を
記憶する。個人化の後に、ＵＩＣＣを加入者へ配布することができる。
【００３２】
　図１を参照して、上述した従来のＵＳＩＭを使用する１つの規範的な認証及びキー合意
（ＡＫＡ）手順を詳細に説明する。通常の認証手順の間に、ＵＥは、国際移動加入者アイ
デンティティ（ＩＭＳＩ）をＵＳＩＭから取得する。ＵＥは、ネットワークオペレータの
サービングネットワーク（ＳＮ）又は訪問先コアネットワークにＩＭＳＩを通す。ＳＮは
、ホームネットワーク（ＨＮ）のＡｕＣに認証要求を転送する。ＨＮは、受け取ったＩＭ
ＳＩをＡｕＣのレジストリと比較し、適切なＫを得る。ＨＮは、ランダム数（ＲＡＮＤ）
を発生し、そして予想応答（ＸＲＥＳ）を生成するためのアルゴリズムを使用してそれに
Ｋで署名する。ＨＮは、更に、種々のアルゴリズムを使用して、暗号及び完全性保護に使
用するための暗号キー（ＣＫ）及び完全性キー（ＩＫ）並びに認証トークン（ＡＵＴＮ）
を発生する。ＨＮは、ＲＡＮＤ、ＸＲＥＳ、ＣＫ及びＡＵＴＮより成る認証ベクトルをＳ
Ｎへ送る。ＳＮは、一回限りの認証プロセスに使用するためにのみ認証ベクトルを記憶す
る。ＳＮは、ＲＡＮＤ及びＡＵＴＮをＵＥに通す。
【００３３】
　ＵＥがＲＡＮＤ及びＡＵＴＮを受け取ると、ＵＳＩＭは、受け取ったＡＵＴＮが有効で
あるかどうか検証する。もし有効であれば、ＵＥは、記憶されたＫと、ＸＲＥＳを発生し
た同じアルゴリズムとを使用することで、その受け取ったＲＡＮＤを使用して、それ自身
の応答（ＲＥＳ）を計算する。ＵＥは、ＲＥＳをＳＮへ返送する。ＳＮは、ＸＲＥＳを受
け取ったＲＥＳと比較し、それらが一致すれば、ＳＮは、ＵＥがオペレータのワイヤレス
ネットワークサービスを利用するのを許可する。
【００３４】
　図１の以上の手順は、ＳＩＭカードの物理的媒体内で実施される。従来のＳＩＭカード
は、少なくとも２つの個別の望ましい特性を有する。即ち、（ｉ）ＳＩＭカードは、ＳＩ
Ｍデータ（例えば、アカウント情報、暗号キー、等）を暗号によりセキュアに記憶するこ
と、及び（ii）ＳＩＭカードは、容易にクローン化できないこと。
【００３５】
　従来のＳＩＭカードは、ユニバーサル集積回路カード（ＵＩＣＣ）に形成されたプロセ
ッサ及びメモリを含む。ＳＩＭカードは、ＵＩＣＣ上のデータ信号が外部から探査される
のを防止するためにエポキシ樹脂が充填される。ＵＩＣＣには、必要に応じて、他の改竄
防止構造が含まれてもよい（例えば、シールド層、マスキング層、等）。ＳＩＭカードは
、プロセッサへのセキュアなインターフェイスを有し、そしてプロセッサは、メモリへの
内部インターフェイスを有する。ＵＩＣＣは、プロセッサがメモリコンポーネントからの
コードを実行できるようにする電力を外部装置から受け取る。メモリコンポーネントそれ
自体は、直接アクセスできるものではなく（即ち、内部ファイルシステムは、ユーザから
隠されており）、そしてプロセッサを経てアクセスされねばならない。
【００３６】
　通常の動作中、プロセッサは、限定された数のコマンドを受け容れる。各コマンドは、
条件に応じてアクセスできるに過ぎない。無断アクセスを防止するためにコマンドの実行
に対してアクセス条件が制約される。アクセス条件は、ハイアラーキーであってもなくて
もよく、例えば、あるレベルについての許可が自動的に別のレベルについての許可を与え
ることにならない。例えば、アクセス条件の１つのセットは、（ｉ）常にアクセス可能、
（ii）決してアクセスできない、（iii）第１のアカウントにアクセス可能、（iv）第２
のアカウントにアクセス可能、等を含む。条件付きアクセスは、適切なセキュリティプロ
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トコルが首尾良く完了した後にのみ許可される。アイデンティティを検証するための通常
の方法は、パスワード又は個人識別番号（ＰＩＮ）、共有シークレットのチャレンジ、等
を含む。
【００３７】
　条件付きアクセス、限定コマンドセット、及び保護メモリスペースは、ＳＩＭカード内
に記憶された情報が外部アクセスからセキュアなものとなるよう保証する。ＳＩＭカード
のクローン化は、物理的カードの構造、並びに内部ファイルシステム及びデータの構造を
必然的に伴う。これらの特徴を組み合わせることで、物理的なＳＩＭカードを、実際的な
偽造の試みに影響されないようにする。
【００３８】
　方法
　簡単に述べると、ここで使用する「保存(conservation)」「保存する(conserve)」及び
「保存された(conserved)」という語は、これに限定されないが、僅かに増殖も減少もで
きない要素（物理的又は仮想的）を指す。例えば、保存されたｅＳＩＭは、通常の動作中
にコピーも複写もできない。
【００３９】
　又、ここで使用する、要素（物理的又は仮想的）に適用される「独特な」という語は、
これに限定されないが、要素が、特定の特性及び／又は特徴を有する１つのそして唯一の
要素であるという特性を指す。例えば、独特なｅＳＩＭは、複写のｅＳＩＭをもつことが
できない。
【００４０】
　又、ここで使用する「セキュリティ」という語は、一般的に、これに限定されないが、
データ及び／又はソフトウェアの保護を指す。例えば、アクセス制御データセキュリティ
は、アクセス制御クライアントに関連したデータ及び／又はソフトウェアが、不許可のア
クティビティ及び／又は敵意のある第三者による窃盗、悪用、破壊、公表、及び／又は改
竄から保護されることを保証する。
【００４１】
　一般的に、ソフトウェアは、ハードウェアよりも柔軟であり、例えば、ソフトウェアは
、コピー、変更及び配布が容易であることが明らかである。更に、ソフトウェアは、しば
しば、同等のハードウェアより安価に、より高い電力効率で、且つ物理的に小さくするこ
とができる。従って、従来のＳＩＭオペレーションは、カード（ＵＩＣＣ）のような物理
的なフォームファクタを使用するが、現在の研究領域は、ソフトウェア内でＳＩＭオペレ
ーションをバーチャル化することに焦点が当てられる。
【００４２】
　しかしながら、ＳＩＭデータ（例えば、加入者特有の情報、等）は、性質が繊細である
ために、特殊な考慮を必要とする。例えば、ＳＩＭデータの種々の部分は、加入者にとっ
て独特であり、敵意のある第三者から入念に保護されねばならない。
【００４３】
　更に、各ＳＩＭは、限定されたネットワークリソースへのアクセスの量についての契約
を表わし、従って、ネットワークリソースの過剰及び／又は過小利用、並びにサービスプ
ロバイダーの料金又は収入の肩代わりを防止するために、ＳＩＭカードの複写、破壊、及
び／又は再利用を管理しなければならない。
【００４４】
　ＳＩＭオペレーションの初期の解決策は、例えば、以下、電子的ユニバーサル集積回路
カード（ｅＵＩＣＣ）と称されるソフトウェアアプリケーションのようなバーチャル又は
電子的エンティティとしてＵＩＣＣをエミュレートするものである。ｅＵＩＣＣは、以下
電子的加入者アイデンティティモジュール（ｅＳＩＭ）と称される１つ以上のＳＩＭ要素
を記憶及び管理することができる。従って、ｅＵＩＣＣへのｅＳＩＭ配布及びオペレーシ
ョンの種々の要求を特に取り扱うようにされた新たなネットワークインフラストラクチャ
ーが要求される。特に、そのような解決策は、理想的には、（ｉ）バーチャル化されたｅ
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ＳＩＭの保存の強制、（ii）配布オペレーション、及び（iii）災害復旧、のための能力
をもたねばならない。
【００４５】
　図２を参照し、ネットワーク内でバーチャルアクセス制御クライアントを効率的に配布
する一般的な方法２００を開示する。
【００４６】
　方法２００のステップ２０２において、１つ以上のアクセス制御クライアント（例えば
、ｅＳＩＭ）がセキュアなレポジトリ内に記憶され、追跡される。一実施形態では、セキ
ュアなレポジトリは、１つ以上の追跡データベース、この追跡データベースから導出され
た情報に少なくとも一部分基づいてアクセス制御クライアントを暗号化し解読するための
セキュリティモジュール、及びアクセス制御クライアントのためのセキュアな記憶装置を
備えている。
【００４７】
　追跡データベースは、アクセス制御クライアントの配布及びアクセス制御クライアント
のトランザクションデータを表わす情報を含む。この実施形態の１つの規範的な具現化で
は、トランザクションデータは、配備されたｅＳＩＭのリスト、発行されたチャレンジ、
及び／又は使用される独特の識別子、等を含む。参考としてここにそのまま援用する２０
１１年４月５日に出願された“APPARATUS AND METHODS FOR STORING ELECTRONIC ACCESS 
CLIENTS”と題する米国プロビジョナル特許出願第６１／４７２，１０９号に詳細に述べ
られた１つの変形例では、転送装置間のセキュアなプロトコルは、配布されるｅＳＩＭポ
ピュレーションの各ｅＳＩＭが信頼性ある装置間のみで転送されることを保証する。或い
は又、セキュアなプロトコルは、暗号化されたｅＳＩＭのみが、信頼性のない装置へ配布
されることを保証する。ある変形例では、信頼性あるプロトコルは、チャレンジ／応答プ
ロトコルをベースとする。別の変形例では、信頼性あるプロトコルは、相互に信頼性のあ
る第三者により署名されたデジタルセキュリティ証明書の交換をベースとする。
【００４８】
　１つの規範的な実施形態では、セキュアなレポジトリは、標準的な信頼関係に合致する
装置間のみでアクセス制御クライアントが転送されることを保証する。信頼関係は、更に
、第１装置がアクセス制御クライアントを首尾良く転送するときに、第１装置がそのコピ
ーを削除し、デアクチベートし、さもなければ、使用不能にすることを指定する。このよ
うに、アクセス制御クライアントは、転送全体にわたり独特さ及び保存状態を保つことが
できる。
【００４９】
　種々の実施形態において、追跡データベースは、更に、例えば、次のものを含むアクセ
ス制御クライアントクオリティを追跡する。（ｉ）顧客に配布されたアクセス制御クライ
アント；（ii）配布されていない（アクチベーションを待機している）アクセス制御クラ
イアント；（iii）アクチベートされたアクセス制御クライアント；（iv）デアクチベー
トされたアクセス制御クライアント；（ｖ）アクチベーションを待機しているアクセス制
御クライアント；（vi）装置に指定されたアクセス制御クライアント；（vii）アカウン
トに指定されたアクセス制御クライアント；及び（viii）指定に利用できるアクセス制御
クライアント。同様に、追跡データベースは、例えば、次のようなステートを追跡する。
（ｉ）現在ステート；（ii）予想されるステート；（iii）以前のステート；（iv）最後
に知られたステート；及び（ｖ）初期ステート。ステート変数の共通例は、カウンタ値、
暗号値、チャレンジ変数、応答変数、等を含むが、これに限定されない。
【００５０】
　例えば、１つの規範的なチャレンジ応答スキームにおいて、チャレンジ変数は、応答ベ
クトルを発生するように操作され、変換され及び／又は計算される入力暗号ベクトルであ
る。操作、変換、及び／又は計算は、装置のアクセス制御クライアントにより保護される
シークレットである。他の例において、カウンタベースの独特の識別子は、独特のカウン
タ値を、装置のアクセス制御クライアントにより保護されるシークレットとして使用する
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。共通の他の形式のステートは、大きな擬似ステートマシン、例えば、リニアフィードバ
ックシフトレジスタ（ＬＦＳＲ）ベースのステートマシン又は他のそのようなメカニズム
に基づく。
【００５１】
　セキュリティモジュールは、一実施形態では、追跡データベースからのインストラクシ
ョンに少なくとも一部分基づいてアクセス制御クライアントを暗号化又は解読するように
構成される。特に、セキュリティモジュールは、望まし行先装置に配信するためにアクセ
ス制御クライアントを暗号化するように構成される。実際に、１つの規範的な実施形態で
は、転送される全てのｅＳＩＭを暗号化しなければならない（即ち、ｅＳＩＭは、非暗号
形態ではいずれの装置にも転送できない）。同様に、セキュリティモジュールは、ユーザ
装置から受け取ったアクセス制御クライアントを解読するように構成される。ここに援用
される２０１０年１０月２８日に出願された“METHODS AND APPARATOUS FOR STORAGE AND
 EXECUTION OF ACCESS CONTROL CLIENTS”と題する米国プロビジョナル特許出願第６１／
４０７，８６６号に説明された１つの変形例では、「現場」にあるユーザ装置に更新及び
／又はｅＳＩＭを与えるのに使用できる独特の装置キー及び裏書き証明書が各装置に与え
られる。ユーザ装置は、装置キーと共に配信された暗号化されたｅＳＩＭを信頼すること
ができ、そしてセキュリティモジュールは、装置キーで暗号化された情報を信頼すること
ができる。
【００５２】
　同様に、ある実施形態では、セキュリティモジュールは、更に、ＳＩＭアプリケーショ
ン実行のためにｅＳＩＭを解読するように構成される。例えば、１つのシナリオでは、ユ
ーザ装置は、使用のためにｅＳＩＭを解読することができる。ｅＳＩＭアプリケーション
は、一般的に、上述したＵＳＩＭ、ＣＳＩＭ、ＩＳＩＭ、ＳＩＭ、ＲＵＩＭ、等のアクセ
ス制御クライアントを包含する。各ｅＳＩＭは、ユーザアカウントに関連付けられ、従っ
て、“ｅＳＩＭ”は、複数のアクセス制御クライアントを広く包含する（例えば、ユーザ
は、同じｅＳＩＭアカウントに関連したＵＳＩＭ及びＳＩＭを有する）ことが更に理解さ
れよう。
【００５３】
　更に別のシナリオでは、セキュリティモジュールは、ｅＳＩＭをそれ自体で暗号化する
ことができる。例えば、セキュリティモジュールは、ｅＳＩＭをそれ自体で暗号化し、そ
して暗号化されたｅＳＩＭを、後で使用するために持続的記憶装置に記憶することができ
る。
【００５４】
　ある実施形態では、セキュリティモジュール暗号スキームは、非対称的キー対をベース
とするか、或いは又、セキュリティモジュール暗号スキームは、対称的使用してもよい。
簡単に述べると、パブリック／プライベートキー対は、機密のプライベートキー及び公表
可能なパブリックキーをベースとする。パブリック／プライベートキースキームは、暗号
及び解読に使用されるキーが異なるので、「非対称的」と考えられ、従って、暗号者及び
解読者は同じキーを共有しない。それに対し、「対称的」キースキームは、暗号及び解読
の両方に対して同じキー（又は若干変えたキー）を使用する。Ｒｉｖｅｓｔ、Ｓｈａｍｉ
ｒ及びＡｄｌｅｍａｎ（ＲＳＡ）アルゴリズムは、関連分野で通常使用されるパブリック
／プライベートキー対暗号技術の１つの形式であるが、本発明は、このＲＳＡアルゴリズ
ム（又はそのことでは、非対称的又は対称的キー対）に何ら限定されるものではないこと
を認識されたい。
【００５５】
　パブリック／プライベート暗号スキームは、メッセージを暗号化し、及び／又は署名を
発生するのに使用できる。特に、メッセージは、プライベートキーで暗号化され、そして
パブリックキーで解読され、これにより、メッセージが通過中に変更されていないことを
保証する。同様に、署名を発生するエンティティが正当であると仮定すれば、プライベー
トキーで発生された署名は、パブリックキーで検証することができる。両使用において、
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プライベートキーは、隠れたままとなり、そしてパブロックキーは、自由に配布される。
【００５６】
　１つの規範的な実施形態において、セキュアな記憶装置は、アクセス制御クライアント
データ及びファイルを記憶するように構成された揮発性のコンピュータ読み取り可能な媒
体である。セキュアな記憶装置は、追跡データベース及びセキュリティモジュールの両方
に結合される暗号化されたアクセス制御クライアントを含む共有メモリである。共有メモ
リのアクセス実施は、追跡データベース及びセキュリティモジュールの両方がコヒレント
なデータベースに対して動作できるようにする（例えば、異なるメモリプール間でデータ
を同期させる必要はない）。揮発性メモリは、メモリコンテンツを保持するための電力を
要求し、これは、揮発性メモリを除去すると、メモリが消去されるので、ある実施につい
ては望ましい（セキュリティを更に改善する）。又、揮発性メモリは、一般的に、同等の
不揮発性メモリより高速である。
【００５７】
　本発明のある実施形態では、セキュアな記憶装置は、アクセス制御クライアントの同じ
プールへの複数の装置のアクセスを可能にする。セキュアな記憶装置は、追跡データベー
スとセキュリティモジュールとの間に物理的に結合されなくてもよく、ネットワークを経
てアクセスすることができる。分散型ファシリティ構成では、セキュアな記憶装置は、論
理的に共有されなくてもよい。例えば、リモートデータベースは、アクセス制御クライア
ントのデータ及びファイルの各部分をローカルキャッシュし、そして全ての装置が合意す
ることを保証するために互いに周期的に同期をとる。
【００５８】
　又、セキュアな記憶装置は、物理的及び／又は論理的に保護される。例えば、セキュア
な記憶装置は、ハードウェアセキュリティモジュール（ＨＳＭ）内に保護され、このＨＳ
Ｍは、強制的にオープン／アクセスされた場合にそれ自身を破壊するように構成される。
より一般的には、追跡データベース、セキュリティモジュール、及びセキュアな記憶装置
は、典型的に、信頼性ある境界内に保護される。信頼性境界の通常の実施は、物理的境界
（例えば、物理的分離、等）及び／又は論理的境界（例えば、暗号化通信、等）の両方を
含む。更に、前記論理的エンティティ（追跡データベース、セキュリティモジュール及び
セキュアな記憶装置）は、主として、コヒレントな又は一体的なエンティティとして説明
されるが、ほとんどのネットワークインフラストラクチャーでは、これらの論理的エンテ
ィティは、タンデムに動作する複数の個別装置（地理的にも個別）より成ることが明らか
であろう。
【００５９】
　例えば、一実施形態において、追跡データベースは、追跡データベースソフトウェアを
実行しそして互いに通信してデータ同期を維持する複数の個別のデータベース装置のコミ
ュニティである。同様に、論理的セキュリティモジュールは、複数の個別のセキュリティ
モジュールより成り、１つのそのような変形例では、セキュリティモジュールは、追跡デ
ータベースによって完全に指令され、互いに同期をとらない。
【００６０】
　再び、図２を参照すれば、ステップ２０４において、１つ以上のアクセス制御クライア
ントがセキュアなレポジトリから１つ以上の配布位置へ送信される。１つの規範的な実施
形態では、配布位置は、各行先へ配布するために暗号化されたアクセス制御クライアント
を記憶するように構成されたアクセス制御クライアントデポットである。アクセス制御ク
ライアントは、暗号化され、行先装置以外の装置では使用できないので、暗号化されたア
クセス制御クライアントのコピーを複数のデポットにロードすることができる。
【００６１】
　１つの規範的な具現化では、暗号化されたアクセス制御クライアントは、そのアクセス
制御クライアントを非制御状態で配信できるように記憶される（即ち、各デポットは、そ
のトランザクションを他のデポットと同期させるか又はネットワーク集中エンティティに
通知する必要がない）。各コピーは、行先装置に対して暗号化され、ここで、行先装置は
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、信頼性ある装置である。１つのそのような実施形態では、行先装置は、暗号化されたア
クセス制御クライアントを一回だけダウンロードするように構成される。アクセス制御ク
ライアントがダウンロードされると、アクセス制御クライアントの他のコピーは、「古く
」なり、その後、除去し、削除し、又はインアクティブとすることができる。敵意のある
第三者は、アクセス制御クライアントを解読することもできないし、暗号化されたコピー
（古くなった、等）をアクチベートすることもできない。
【００６２】
　セキュアなレポジトリは、アクセス制御クライアントを１つ以上の配布位置に大量に与
えてもよい。例えば、ＳＩＭベンダーは、非常に多数のｅＳＩＭを大きなロットで（例え
ば、一度に数千のｅＳＩＭ）与えることができる。或いは又、セキュアなレポジトリは、
一度に１つのｅＳＩＭを与えてもよく、例えば、ある実施形態では、ユーザは、それらの
未使用のｅＳＩＭをｅＳＩＭデポット内に一時的に（例えば、別の装置へ転送するため）
又は長期保管で「パーキング」させることができる。
【００６３】
　本発明の種々の実施形態は、更に、配布位置内に記憶された各アクセス制御クライアン
トに関連したメタデータの追加も含む。メタデータは、セキュアに記憶されるが、在庫管
理を容易にするために配布装置によりアクセスすることができる。例えば、ｅＳＩＭデポ
ットは、（ｅＳＩＭ又は行先装置に特有のキーではなく）それ自身のキーでメタデータを
暗号化し、ｅＳＩＭデポットが、暗号化されたｅＳＩＭを適切に識別できるようにする。
メタデータの通常の例は、識別情報、発行者情報、ネットワーク情報、アカウント情報、
ステータス情報、等を含むが、これに限定されない。
【００６４】
　ある実施形態では、メタデータは、更に、外部エンティティによって問合せ及び／又は
アクセスされる。例えば、ｅＵＩＣＣアプライアンスは、ｅＳＩＭデポットのメタデータ
を周期的にチェック又は更新する必要がある（例えば、在庫を決定したり、古い情報を識
別したり、等々のために）。別のそのような例では、移動装置のユーザは、特定のｅＳＩ
Ｍデポットに位置するパーキングｅＳＩＭ、等に関する情報を要求することができる。
【００６５】
　ステップ２０６において、要求されたアクセス制御クライアントは、配布位置の少なく
とも１つから行先装置へ配布される。配布モデルの柔軟性のために、当業者であれば、本
開示が与えられたときに、多数の異なるスキームが想像され認識されるであろう。本発明
の種々の態様に基づき動作するのに適した広範な種々のスキームを表わす多数のｅＳＩＭ
配布スキームについて以下に述べる。
【００６６】
　「プル」及び「プッシュ」ｅＳＩＭ配信
　「プル」ｅＳＩＭ配信では、ｅＳＩＭデポットは、ユーザ装置から発生する初期要求に
応答してｅＳＩＭを配信する。プル配信は、最も簡単な配信スキームであり、ユーザは、
ユーザの希望で多数のｅＳＩＭデポットのいずれからもｅＳＩＭを要求できる。
【００６７】
　対照的に、「プッシュ」ｅＳＩＭ配信では、ｅＳＩＭデポットは、ユーザ装置へのｅＳ
ＩＭ（又はその通知）の配信を開始する。プッシュ配信は、ｅＳＩＭの複数の冗長コピー
を単一の装置へプッシュするのを防止するためにｅＳＩＭデポット間にある程度の整合が
要求されるので、より複雑な配信スキームである。
【００６８】
　あるケースでは、プッシュ及びプル配信スキームを結合することができ、例えば、ユー
ザは、ｅＳＩＭを要求し、ｅＳＩＭデポットは、その要求を満たすことが現在できないこ
とを指示する。その後の時点で、ｅＳＩＭデポットは、ｅＳＩＭをユーザへプッシュする
ことができる。別のそのような例では、ｅＳＩＭデポットは、ｅＳＩＭ通知をユーザにプ
ッシュし、この通知は、ある期間中（例えば、プロモーションオファー、試行期間、等）
有効である。ユーザがｅＳＩＭに関心がある場合、ユーザは、その後、ｅＳＩＭデポット
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からｅＳＩＭをプルすることができる。
【００６９】
　プッシュ及び／又はプルｅＳＩＭ配信に関連して有用なｅＳＩＭ配信のための更に別の
スキームが、参考としてここにそのまま援用する２０１０年６月１４日に出願された“ME
THODS FOR PROVISIONING SUBSCRIBER IDENTITY DATA IN A WIRELESS NETWORK”と題する
米国プロビジョナル特許出願第６１／３５４，６５３号；及び２０１０年１１月２２日に
出願された“APPARATUS AND METHODS FOR PROVISIONING SUBSCRIBER IDENTITY DATA IN A
 WIRELESS NETWORK”と題する米国特許出願第１２／９５２，０８９号に詳細に述べられ
ている。
【００７０】
　リザーブｅＳＩＭ配信
　あるモデルにおいて、ｅＳＩＭデポットは、特定のユーザに対して特定のｅＳＩＭをリ
ザーブする。例えば、新たな顧客がオンラインストアから装置を購入する場合に、ストア
は、顧客の購入装置に対してリザーブされた１つ以上のｅＳＩＭを識別する。あるケース
では、ストアは、装置を顧客へ出荷し、リザーブｅＳＩＭをｅＳＩＭデポットに与える。
顧客が、新たに購入した装置を最初に操作するときに、装置は、ｅＳＩＭデポットに連絡
して、リザーブｅＳＩＭを要求する。そのようなリザーブベースのｅＳＩＭ配信に関する
他の変形が、参考としてここにそのまま援用する２０１０年１０月２９日に出願された“
ACCESS DATA PROVISIONING SERVICE”と題する米国プロビジョナル特許出願第６１／４０
８，５０４号に詳細に述べられている。
【００７１】
　アーカイブ（バックアップ）ｅＳＩＭ配信
　更に別の例において、ｅＳＩＭデポットは、未使用のｅＳＩＭの記憶位置としても働く
ことが容易に明らかである。例えば、顧客は、それ自身のｅＳＩＭを、ｅＳＩＭデポット
に使用しないときにパーキングし、その後の時点で、顧客は、そのｅＳＩＭを検索し（そ
れらの装置又は異なる装置において）、そして動作を回復させる。多くのケースでは、顧
客は、ｅＳＩＭをｅＳＩＭデポット内にパーキングする前にｅＳＩＭを更に暗号化し、例
えば、顧客は、ｅＳＩＭをその現在装置に対して暗号化し、その現在装置だけがｅＳＩＭ
を回復できるようにする。顧客が行先装置を知らない（例えば、新たな装置への転送中に
）アプリケーションでは、それらの現在装置が、例えば、ジェネリックキー、それら自身
のキー（その後の時点で解読及び再暗号化を必要とする）、等でｅＳＩＭを暗号化する。
【００７２】
　延期型ｅＳＩＭ配信
　更に別の配布スキームでは、ｅＳＩＭデポットは、参考としてここにそのまま援用する
２０１０年６月１４日に出願された“METHODS FOR PROVISIONING SUBSCRIBER IDENTITY D
ATA IN A WIRELESS NETWORK”と題する米国プロビジョナル特許出願第６１／３５４，６
５３号；及び２０１０年１１月２２日に出願された“APPARATUS AND METHODS FOR PROVIS
IONING SUBSCRIBER IDENTITY DATA IN A WIRELESS NETWORK”と題する米国特許出願第１
２／９５２，０８９号、並びに２００９年１月１３日に出願された“POSTPONED CARRIER 
CONFIGURATION”と題する第１２／３５３，２２７号（現在、米国特許公告第２００９／
０１８１６６２号として広告されている）に述べられた形式のような延期型配信を容易に
することができる。例えば、１つのそのようなシナリオにおいて、移動装置が装置の工場
で製造されて、ｅＳＩＭなしにユーザに配信される。最初のアクチベーションにおいて、
ユーザの移動装置は、ｅＳＩＭデポットからｅＳＩＭを要求する。そのとき、ｅＳＩＭデ
ポットは、（例えば、これに限定されないが、望ましい移動ネットワークオペレータ（Ｍ
ＮＯ）、望ましいサービスプラン、装置特有の制約、ユーザ入力、等を含む1つ以上の基
準に基づく）移動装置の適当なｅＳＩＭを決定する。
【００７３】
　別のそのようなシナリオにおいて、移動装置は、販売キオスク又は小売店でユーザによ
り購入され、販売キオスクは、移動装置にｅＳＩＭ形式を指定するが、ｅＳＩＭを装置に
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プログラムすることはない。ユーザは、移動装置を家に持ち帰り、ｅＳＩＭデポットから
新たなｅＳＩＭをダウンロードする。ダウンロードされると、移動装置は、ｅＳＩＭをア
クチベートすることができる。
【００７４】
　当業者であれば、本開示のコンテンツが与えられれば、以上のスキームの種々の組み合
わせ及び置き換えが明らかであろう。
【００７５】
　方法２００のステップ２０８において、行先装置は、配信されたアクセス制御クライア
ントをアクチベートする。１つの規範的実施形態において、配信されたアクセス制御クラ
イアントのアクチベーションは、行先装置と、移動ネットワークオペレータ（ＭＮＯ）の
認証センター（ＡｕＣ）又は同様のエンティティのようなアクチベーションサービスとの
間で遂行される。例えば、１つの規範的実施形態において、移動装置は、アクチベーショ
ンサービスからアクチベーションを要求する。アクチベーションサービスは、ｅＳＩＭを
検証し（例えば、暗号チャレンジ及び応答トランザクション、等で）、そして成功であれ
ば、ｅＳＩＭをアクチベートする。
【００７６】
　ｅＳＩＭ配布のための規範的ネットワークアーキテクチャー
　図３を参照して、ネットワークアーキテクチャー及びシステムの１つの規範的実施形態
を開示する。ここに示すシステム３００は、（ｉ）多数のｅＵＩＣＣアプライアンス３０
２、（ii）多数のｅＳＩＭデポット３０４、及び（iii）関連バックアップ記憶装置３０
６を含む多数の論理的エンティティより成り、その各々について以下に詳細に述べる。
【００７７】
　ｅＵＩＣＣアプライアンス
　図３のｅＵＩＣＣアプライアンス３０２（１つ又は複数）は、ｅＳＩＭの現在ポピュレ
ーションが独特なもので且つ保存されたままであるよう保証する役割を果たす。より詳細
には、ｅＵＩＣＣアプライアンスは、一度に１つの独特のｅＳＩＭしか使用できず、即ち
２つのｅＵＩＣＣアプライアンスが同じｅＳＩＭをもつことがないよう保証しなければな
らない。ｅＳＩＭがｅＵＩＣＣアプライアンス間に転送されるたびに、転送側ｅＵＩＣＣ
アプライアンスは、被転送側ｅＵＩＣＣしかアクティブにならないように、そのコピーを
削除し、デアクチベートし、さもなければ、使用不能にする。実際の具現化では、ｅＵＩ
ＣＣアプライアンスの機能は、論理的に接合されたｅＵＩＣＣアプライアンスのアレイで
あるアプライアンス「クラスター」として実施される。
【００７８】
　１つの規範的な実施形態において、ｅＵＩＣＣアプライアンスは、他のｅＵＩＣＣアプ
ライアンス、ｅＳＩＭデポット３０４、及び移動装置のｅＵＩＣＣと通信することができ
る。或いは又、あるネットワークでは、ｅＳＩＭデポット３０４のみを通してｅＵＩＣＣ
アプライアンス間の通信を実施するのが有用である（即ち、ｅＳＩＭデポットは、転送の
ための唯一の仲介者であり、ｅＵＩＣＣアプライアンスは、ｅＳＩＭを直接転送すること
はできない）。そのような制限は、転送中に競争状態のおそれを減少する上で助けとなる
。例えば、ｅＵＩＣＣアプライアンスからｅＵＩＣＣアプライアンスへの直接的な転送で
は、ｅＵＩＣＣアプライアンスは、２つのアプライアンスにｅＳＩＭが存在するときに短
時間の重畳があり、トランザクションが不意に中断した場合には偶発的に複写されること
がある。ｅＳＩＭデポットを経なければ転送が生じないように制限することで、送信側ｅ
ＵＩＣＣアプライアンスは、行先ｅＵＩＣＣアプライアンスが暗号化されたｅＳＩＭを受
け取る前に、そのｅＳＩＭを削除することができる。
【００７９】
　１つの構成では、ｅＵＩＣＣアプライアンス３０２は、３つの論理的エンティティ、即
ち（ｉ）署名アプライアンス３１２、（ii）セキュリティ記憶装置３１４、及び（iii）
セキュアなモジュール３１６に細分化される。ｅＵＩＣＣアプライアンスの通常の実施で
は、論理的エンティティが単一の装置内に合併されるか、或いは信頼性ある境界内で動作
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する複数の装置内でエンティティが実施される。例えば、１つの構成では、セキュリティ
モジュールは、専用プロセッサ及び実行コードベースを伴う個別の強化モジュールとして
実施される。別の構成では、セキュリティモジュールは、セキュアなプロセッサ内で実施
される大きな論理的エンティティ（例えば、署名アプライアンス及びセキュリティ記憶装
置を含む）内で実施される。更に別の実施形態では、複数のセキュリティモジュールは、
例えば、分散型署名エンティティアプリケーション等の、他の論理的エンティティを動作
するサーバーに接続される。信頼性ある境界の通常の実施は、物理的境界（例えば、物理
的分離、等）、及び／又は論理的境界（例えば、暗号化通信、等）を含む。更に別の具現
化では、望ましい冗長性、負荷容量、等を与えるために、前記エンティティが更に複写さ
れる。
【００８０】
　署名アプライアンス３１２は、ｅＳＩＭのポピュレーション、それに関連したトランザ
クションデータ（例えば、発行されたチャレンジ、使用する独特の識別子、等）を追跡す
る役割を果たす。１つの規範的な実施形態では、署名アプライアンスは、ｅＳＩＭ（例え
ば、集積回路カードＩＤ（ＩＣＣＩＤ））、並びに最後に発行されたチャレンジ及び／又
は独特のトランザクション識別子を追跡する。１つのそのような変形例では、最後に発行
されたチャレンジ及び／又は独特なトランザクション識別子は、ｅＳＩＭがまだインポー
ト（又はエクスポート）されていない保留中の転送に対するものである。ある変形例では
、署名アプライアンスが転送を完了すると、トランザクションデータは、もはや必要とさ
れず、削除することができる。
【００８１】
　セキュリティモジュール３１６は、ｅＳＩＭを暗号化又は解読するように構成される。
又、セキュリティモジュールは、署名アプライアンスによる転送のためにｅＳＩＭを暗号
化又は解読するように命令される。ｅＳＩＭは、装置の行先ｅＵＩＣＣに特有の暗号キー
（ｅＵＩＣＣパブリックキー、及び／又はセキュアなセッションキーのような）を使用し
て暗号化される。更に、ある実施形態では、セキュリティモジュールは、装置から受け取
られた暗号化されたｅＳＩＭを解読し、そしてその解読されたｅＳＩＭをセキュアな記憶
装置内に記憶する。１つのそのような実施形態では、受け取った暗号化されたｅＳＩＭは
、セキュリティモジュールのプライベートキーで解読される（セキュリティモジュールの
パブリックキーは、発信側装置へ配布される）。
【００８２】
　署名アプライアンスは、データ及びファイルを記憶するためにセキュアな記憶装置３１
４に結合される。このセキュアな記憶装置は、物理的及び／又は論理的に保護される。例
えば、記憶されたｅＳＩＭは、ハードウェアセキュリティモジュール（ＨＳＭ）内で暗号
化され、このＨＳＭは、強制的にオープン／アクセスされた場合にそれ自身を破壊するよ
うに構成される。セキュアな記憶装置は、暗号化されたデータ及びファイル、例えば、暗
号化されたｅＳＩＭ及び／又は周期的バックアップデータを記憶する。ある実施形態では
、セキュアな記憶装置は、暗号化／セキュリティ化の付加的な内部レイヤを追加する。例
えば、ある実施形態では、暗号化されたデータ及びファイルは、バックアップされると共
に、物理的にあまりセキュアでないか又は物理的に非セキュアな持続性記憶装置へ複写さ
れる（記憶媒体は、ジェネリックなコンピュータ媒体上にある）。
【００８３】
　ｅＳＩＭデポット
　ｅＳＩＭデポット３０４は、ｅＳＩＭ配布のための配布インターフェイスをなす。単一
のネットワークエンティティへの過剰なネットワークトラフィック（ボトルネック化）を
防止するために、複数のｅＳＩＭデポットが、暗号化されたｅＳＩＭを記憶し、そしてそ
の暗号化されたｅＳＩＭを装置へ配信することができる。
【００８４】
　一実施形態において、ｅＳＩＭデポット３０４は、ｅＳＩＭの要求を発生すると共に、
他のｅＳＩＭデポット、ｅＵＩＣＣアプライアンス３０２及び／又は装置のｅＵＩＣＣか
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らのｅＳＩＭの要求に応答する。１つの変形例において、ｅＳＩＭデポットは、更に、各
ｅＳＩＭに関連したメタデータの要求及びそれに対する更新に応答する。メタデータは、
ネットワークセキュリティに影響を及ぼさないが、暗号化されたｅＳＩＭを識別しそして
特徴付けるのに使用される。従って、この具現化におけるメタデータの変更は、メタデー
タを変更することが認証及び／又は許可された信頼性ある当局でなければ行うことができ
ない。ｅＳＩＭメタデータは、例えば、ｅＳＩＭ集積回路カードＩＤ（ＩＣＣＩＤ）、ｅ
ＳＩＭベンダー、移動ネットワークオペレータ、加入者アカウント情報（もしあれば）、
及びｅＳＩＭの現在ステータス（例えば、アクティブ、インアクティブ、リザーブ、パー
キング、等）を含む。
【００８５】
　ｅＳＩＭデポット３０４に記憶されたｅＳＩＭは、典型的に、行先装置について暗号化
される。通常のオペレーション中に、行先装置は、暗号化されたｅＳＩＭをいずれかのｅ
ＳＩＭデポットから要求することができる。それに応答して、ｅＳＩＭデポットは、暗号
化されたｅＳＩＭを行先装置へ配信し、そして他のｅＳＩＭデポットに配信を通知する。
他のｅＳＩＭデポットは、暗号化されたｅＳＩＭコピーを都合の良いときに（例えば、空
き記憶スペース、等へ）破壊することができる。
【００８６】
　暗号化されたｅＳＩＭの複数のバージョンがｅＳＩＭデポットへ配布されることに特に
注意されたい。ｅＳＩＭデポット３０４は、ステート情報を検証せず、又、暗号化された
ｅＳＩＭのコンテンツを変更しないので、同じｅＳＩＭを複数のｅＳＩＭデポットに記憶
することができる。しかしながら、ｅＳＩＭは、行先装置について暗号化される（これは
、ｅＳＩＭの１つのコピーしかアクチベートしない）。
【００８７】
　持続的記憶装置
　ある実施形態において、ｅＵＩＣＣアプライアンス３０２又はｅＳＩＭデポット３０４
は、更に、災害復旧及び／又はアーカイブサービスの助けとなるように外部の持続的記憶
装置３０６に結合される。持続的記憶装置は、ある具現化では（例えば、バックアップ情
報、等のためにｅＵＩＣＣアプライアンスの内部記憶装置が使用される場合には）不要で
ある。
【００８８】
　他の実施形態では、持続的記憶装置は、システムの唯一の不揮発性記憶装置である。例
えば、あるネットワークアーキテクチャーは、ｅＳＩＭが使用のために揮発性メモリのみ
に対して暗号化されないという制約があり、これは、とりわけ、揮発性メモリへの電力が
失われた場合に（意図的であろうとなかろうと）、その暗号化されないコンテンツも失わ
れるという点で、付加的な保護レイヤを追加するという利益をもたらす。このような実施
形態では、ｅＳＩＭは、持続的記憶、配布、等のために不揮発性メモリ内に暗号化形態で
記憶される。
【００８９】
　一実施形態では、オペレーション中に、持続的記憶装置３０２には、独特に暗号化され
たＢＬＯＢ（バイナリーラージオブジェクト）が周期的に書き込まれ、このＢＬＯＢは、
ｅＵＩＣＣアプライアンスのステート、チャレンジ、等と、現在ｅＵＩＣＣデータベース
を再生成するのに必要な他のデータとを含む。ＢＬＯＢは、ｅＵＩＣＣアプライアンスの
セキュリティキーでしか解読できない。その後の時点で、ｅＵＩＣＣアプライアンス３０
２が回復不能な故障となった場合には、ｅＵＩＣＣアプライアンスを、以前に記憶された
ＢＬＯＢに戻すことができる。１つの変形例において、ＢＬＯＢは、外部記憶装置へエク
スポートされ、そしてセキュアに記憶される必要がなく（コンテンツは暗号化される）、
例えば、ＢＬＯＢは、倉庫、等の地理的に離れた位置に記憶される。
【００９０】
　別の実施形態では、ｅＳＩＭデポットは、そのＢＬＯＢを持続的記憶装置に周期的に記
憶する。そのようなある変形例では、ｅＳＩＭデポットは、更に、ＢＬＯＢに関連したメ
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タデータを暗号化し、従って、例えば、記憶消失の場合に全ステート回復を可能にする。
【００９１】
　オペレーション例
　本発明の種々の態様を例示する規範的なトランザクションについて以下に説明する。
【００９２】
　図４は、ｅＳＩＭの典型的なライフサイクルを示す１つの規範的な梯子図である。最初
に、ｅＳＩＭがｅＳＩＭベンダーによりｅＳＩＭデポット３０４に与えられる。一般的に
、ｅＳＩＭは、ネットワーク転送を経て配信されるか、又はあるケースでは、例えば、ラ
ックマウントの大量記憶装置、コンピュータ読み取り可能な媒体、等で物理的に配送され
る。配信されるｅＳＩＭは、行先ｅＵＩＣＣアプライアンス３０２については暗号化され
て配信され、或いはｅＵＩＣＣアプライアンスがｅＳＩＭを解読できるように暗号情報と
共に配信される（例えば、セッションキー、共有の製造者特有キー、等）。
【００９３】
　ｅＵＩＣＣアプライアンスクラスター（ｅＵＩＣＣアプライアンス３０２のアレイ）は
、ｅＳＩＭデポット３０４からｅＳＩＭを検索し、そして各ｅＳＩＭを記憶のためにｅＵ
ＩＣＣアプライアンスに割り当てる。ｅＳＩＭごとに、署名アプライアンス３１２は、割
り当てられたｅＳＩＭが通知され、そしてｅＳＩＭ識別子及びその関連トランザクション
データを記録する。セキュリティモジュール３１６は、ｅＳＩＭをセキュアな記憶装置３
１４に記憶する。あるケースでは、ｅＳＩＭは、ｅＵＩＣＣアプライアンスについて暗号
化され、そして暗号フォーマットで記憶される。
【００９４】
　ここで、要求事象を参照すれば、移動装置４０２は、ｅＳＩＭデポット３０４からｅＳ
ＩＭを要求する。この要求は、移動装置のｅＵＩＣＣパブリック暗号キー及びチャレンジ
を含む。この要求は、ｅＵＩＣＣアプライアンス３０２へ転送される。ｅＵＩＣＣアプラ
イアンスは、チャレンジを検証し、そして適切な応答を発生する。次いで、ｅＳＩＭアプ
ライアンスは、記憶装置から適当な暗号化されたｅＳＩＭを選択し、それ自身のプライベ
ートキーを使用してｅＳＩＭを解読し、そして移動装置のｅＵＩＣＣパブリック暗号キー
を使用して、チャレンジ応答を伴う移動のためのｅＳＩＭを再暗号化する。ｅＵＩＣＣア
プライアンスは、新たに暗号化されたＢＬＯＢを多数のｅＳＩＭデポットのいずれにも転
送し、その内部レコードを更新する。
【００９５】
　いずれのｅＳＩＭデポット３０４も、ｅＳＩＭを検索に利用できることを移動装置４０
２に通知することができる。それに応答して、移動装置は、暗号化されたＢＬＯＢを最も
近くのｅＳＩＭデポットからダウンロードし、そしてＢＬＯＢを解読する。チャレンジ応
答が有効な場合には、移動装置は、解読されたｅＳＩＭをアクチベートする。ある実施形
態では、ｅＳＩＭデポットは、配信が成功であったことをｅＵＩＣＣアプライアンスに通
知することができる。ｅＳＩＭデポットに記憶された未使用のコピー及びｅＳＩＭアプラ
イアンスに記憶されたコピーは、配信が成功した後に削除できる。ｅＳＩＭについての各
要求は、異なるチャレンジを含むので、コピーは古いものとなり、その後の要求に対して
「再生」することができない。
【００９６】
　装置
　上述した方法に関連して有用な種々の装置を以下に詳細に述べる。
【００９７】
　ｅＵＩＣＣアプライアンス
　図５は、本発明によるｅＵＩＣＣアプライアンス３０２の１つの規範的な実施形態を示
す。ｅＵＩＣＣアプライアンスは、スタンドアローンエンティティでもよいし、又は他の
ネットワークエンティティと合体されてもよい。図示されたように、ｅＵＩＣＣアプライ
アンス３０２は、一般的に、通信ネットワークとインターフェイスするためのネットワー
クインターフェイス５０２、プロセッサ５０４、及び１つ以上の記憶装置５０８を備えて
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いる。ネットワークインターフェイスは、ＭＮＯインフラストラクチャーに接続されて示
されており、他のｅＵＩＣＣアプライアンスへのアクセス、及び１つ以上の移動装置への
直接的又は間接的なアクセスを与えるが、他の構成及び機能に置き換えてもよい。
【００９８】
　１つの構成において、ｅＵＩＣＣアプライアンスは、（ｉ）別のｅＵＩＣＣ（ｅＵＩＣ
Ｃアプライアンス又はクライアント装置）との通信を確立することができ、（ii）ｅＳＩ
Ｍをセキュアに記憶することができ、（iii）セキュアに記憶されたｅＳＩＭを検索する
ことができ、（iv）別の特定のｅＵＩＣＣへ配信するためにｅＳＩＭを暗号化することが
でき、そして（ｖ）ｅＳＩＭデポットへ／から複数のｅＳＩＭを送ることができる。
【００９９】
　図５に示す実施形態では、ｅＵＩＣＣアプライアンス３０２は、少なくとも、プロセッ
サ５０４で実行される署名エンティティ３１２を含む。この署名エンティティ３１２は、
（ｉ）ｅＳＩＭを記憶する要求、（ii）現在記憶されているｅＳＩＭを転送する要求を含
む要求を処理する。又、署名エンティティは、要求を行うことが許可された別のエンティ
ティから通信が受信されるよう保証するために要求を検証する役割も果たす。
【０１００】
　一実施形態において、署名エンティティ３１２は、チャレンジ及び応答セキュリティ交
換を実行することにより要求を検証する。チャレンジ／応答セキュリティプロトコルは、
未知の第三者により行われた要求を、チャレンジ及び／又は応答の適当な発生に基づいて
検証するように構成される。或いは又、別の実施形態では、セキュアな要素は、信頼性あ
る当局により署名されたデジタル証明書を検証することができる。
【０１０１】
　署名エンティティ３１２は、更に、利用可能なｅＳＩＭを管理するように構成される。
図５に示すように、署名エンティティは、特定のｅＳＩＭ、ｅＳＩＭを使用することが許
可された装置、ｅＳＩＭの現在ステート及び／又はｅＳＩＭの現在ステータス（「利用可
能」、「利用不能」、「古くなった」、等）に関する情報を与える。付加的な情報も維持
される。署名エンティティは、セキュアな記憶装置３１４に記憶された情報を更新又は変
更するように構成される。
【０１０２】
　図５に示す実施形態では、セキュアな記憶装置３１４は、アクセス制御クライアントの
アレイを記憶するようにされる。１つの規範的な実施形態では、ｅＵＩＣＣアプライアン
スは、セキュアに暗号化されたｅＳＩＭのアレイを揮発性記憶装置に記憶する。揮発性メ
モリは、メモリコンテンツを保持するために電力を必要とし、揮発性メモリの通常の例は
、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、スタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミック
ＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、等を含む。
【０１０３】
　各ｅＳＩＭは、コンピュータ読み取り可能なインストラクション（ｅＳＩＭプログラム
）及びその関連データ（例えば、暗号キー、完全性キー、等）を含む小さなファイルシス
テムを備えている。更に、各ｅＳＩＭは、トランザクションデータ（例えば、発行された
チャレンジ、使用する独特の識別子、等）にも関連付けされる。セキュリティモジュール
３１６は、１つの変形例では、署名エンティティ３１２からのインストラクションに少な
くとも一部分基づいてアクセス制御クライアントを暗号化又は解読するように構成される
。セキュリティモジュールは、装置特有の暗号キーの独特のセットである。暗号キーは、
例えば、パブリックキー及びプライベートキーを含む。セキュリティモジュールは、その
パブリックキーで暗号化されたｅＳＩＭを、そのプライベートキーを使用して、解読する
ことができる。更に、セキュリティモジュールは、別の装置パブリックキーでｅＳＩＭを
暗号化することができる。パブリック／プライベートキー暗号化の更なる説明は、ここに
援用する“METHODS AND APPARATOUS FOR STORAGE AND EXECUTION OF ACCESS CONTROL CLI
ENTS”と題する米国プロビジョナル特許出願第６１／４０７，８６６号に詳細に述べられ
ている。



(22) JP 5612018 B2 2014.10.22

10

20

30

40

50

【０１０４】
　別の装置がｅＵＩＣＣアプライアンス３０２からｅＳＩＭを要求すると、署名アプライ
アンスは、要求されたｅＳＩＭの現在ステートを検索する。この情報は、要求されたｅＳ
ＩＭを与えることができるかどうか決定するのに使用される。この有効性チェックは、ｅ
ＵＩＣＣアプライアンスにおいて行われるか、又は更に別の位置で行われ、例えば、別の
エンティティ（ｅＳＩＭデポットのような）におけるステートをｅＵＩＣＣアプライアン
スにおける最後に知られたステートと比較することにより行われる。
【０１０５】
　有効性チェックが成功である場合には、署名アプライアンスは、セキュリティモジュー
ル３１６に、関連ｅＳＩＭを暗号化するように命令する。例えば、一実施形態では、セキ
ュリティモジュールは、ｅＳＩＭを行先装置（例えば、クライアント装置、別のｅＵＩＣ
Ｃアプライアンス３０２、等）に対して暗号化する。ｅＳＩＭが行先ｅＵＩＣＣアプライ
アンスに対して暗号化されると、その行先ｅＵＩＣＣアプライアンスでなければそれを解
読できない。ある実施形態では、暗号化された各ｅＳＩＭは、独特な識別子、チャレンジ
、又はチャレンジ応答で更に暗号化される。転送が成功であると、ｅＵＩＣＣアプライア
ンス在庫からｅＳＩＭをパージすることができる。
【０１０６】
　同様に、別の装置がｅＳＩＭをｅＵＩＣＣアプライアンス３０２へ転送すると、署名ア
プライアンスは、セキュリティモジュール３１６に、関連ｅＳＩＭをセキュアな記憶装置
について解読し、そしてその関連トランザクションデータを更新するように命令する。
【０１０７】
　ｅＳＩＭデポット
　図６は、本発明によるｅＳＩＭデポット３０４の１つの規範的な実施形態を示す。この
ｅＳＩＭデポット３０４は、スタンドアローンエンティティでもよいし、又は他のネット
ワークエンティティ（例えば、ｅＵＩＣＣアプライアンス３０２、等）と合体されてもよ
い。図示されたように、ｅＳＩＭデポット３０４は、一般的に、通信ネットワークとイン
ターフェイスするためのネットワークインターフェイス６０２、プロセッサ６０４、及び
記憶装置６０８を備えている。
【０１０８】
　図６に示す実施形態において、ｅＳＩＭデポット３０４は、（ｉ）ｅＳＩＭの在庫管理
を行うことができ（例えば、関連メタデータを経て）、（ii）暗号化されたｅＳＩＭに対
する要求（例えば、他のｅＳＩＭデポット及び／又はｅＵＩＣＣアプライアンス３０２か
らの）に応答することができ、そして（iii）ｅＳＩＭに対する加入者要求を管理するこ
とができる。
【０１０９】
　例えば、ｅＳＩＭがユーザによりｅＳＩＭデポット３０４に記憶されるときに、ｅＳＩ
Ｍは、（例えば、別の装置への転送を容易にするために）意図された行先と共に記憶され
るか、又は不定にパーキングされる。いずれの場合にも、ｅＳＩＭデポットは、セキュア
な記憶のために及び行先装置に対するその後の暗号化のためにｅＵＩＣＣアプライアンス
にｅＳＩＭを与えることができる。
【０１１０】
　図６に示す実施形態において、記憶装置６０８は、暗号化されたアクセス制御クライア
ントのアレイを記憶するようにされる。ｅＳＩＭデポットは、暗号化されたｅＳＩＭのア
レイを、バイナリーラージオブジェクト（ＢＬＯＢ）として不揮発性メモリ内に記憶する
。不揮発性メモリの通常例は、フラッシュ、ハードディスクドライブ、リードオンリメモ
リ（ＲＯＭ）、等を含むが、これに限定されない。１つのこのような具現化において、各
ＢＬＯＢには、ＢＬＯＢのコンテンツを識別するメタデータが更に関連付けられる。例え
ば、メタデータは、識別情報、発行者情報、ネットワーク情報、アカウント情報、ステー
タス情報、等を含む。
【０１１１】
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　ユーザ装置
　図７を参照して、本発明の種々の態様による規範的なユーザ装置７００について説明す
る。
【０１１２】
　図７の規範的なＵＥ装置は、デジタル信号プロセッサ、マイクロプロセッサ、フィール
ドプログラマブルゲートアレイ、又は１つ以上の基板にマウントされた複数の処理コンポ
ーネントのようなプロセッササブシステム７０２を伴うワイヤレス装置である。又、処理
サブシステムは、内部キャッシュメモリも含む。処理サブシステムは、例えば、ＳＲＡＭ
、フラッシュ、及び／又はＳＤＲＡＭコンポーネントを含むメモリを含むメモリサブシス
テム７０４と通信する。メモリサブシステムは、この技術で良く知られたように、データ
アクセスを容易にするため、１つ以上のＤＲＡＭ型のハードウェアを実施する。メモリサ
ブシステムは、プロセッササブシステムにより実行されるコンピュータ実行可能なインス
トラクションを含む。
【０１１３】
　１つの規範的な実施形態では、装置は、１つ以上のワイヤレスネットワークに接続され
る１つ以上のワイヤレスインターフェイス７０６を備えている。複数のワイヤレスインタ
ーフェイスは、適当なアンテナ及びモデムサブシステムを実施することにより、ＧＳＭ、
ＣＤＭＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ、ＷｉＭＡＸ、ＷＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
、等の異なる無線技術をサポートする。
【０１１４】
　ユーザインターフェイスサブシステム７０８は、これに限定されないが、キーパッド、
タッチスクリーン（例えば、マルチタッチインターフェイス）、ＬＣＤディスプレイ、バ
ックライト、スピーカ、及び／又はマイクロホンを含む多数の良く知られたＩ／Ｏを備え
ている。しかしながら、あるアプリケーションでは、これらコンポーネントの１つ以上が
除去されてもよいことが明らかである。例えば、ＰＣＭＣＩＡカード型クライアント実施
形態は、ユーザインターフェイスがなくてもよい（物理的及び／又は電気的に結合された
ホスト装置のユーザインターフェイスに便乗させることができるので）。
【０１１５】
　ここに示す実施形態では、装置は、ｅＵＩＣＣアプリケーションを収容して動作するセ
キュアな要素７１０を備えている。ｅＵＩＣＣは、ネットワークオペレータとの認証に使
用される複数のアクセス制御クライアントを記憶しそしてそれにアクセスすることができ
る。セキュアな要素は、セキュアな媒体に記憶されたソフトウェアを実行するセキュアな
プロセッサを含む。セキュアな媒体は、（セキュアなプロセッサ以外の）他の全てのコン
ポーネントにアクセスすることができない。更に、セキュアな要素は、上述したように改
竄を防止するために更に強化されてもよい（例えば、樹脂で包む）。
【０１１６】
　セキュアな要素７１０は、１つ以上のアクセス制御クライアントを受け取って記憶する
ことができる。一実施形態では、セキュアな要素は、ユーザに関連した複数のｅＳＩＭの
アレイを記憶し（例えば、仕事について１つ、個人について１つ、ローミングアクセスに
ついて数個、等）、及び／又は別の論理的スキーム又は関係に基づく（例えば、家族又は
ビジネスエンティティの複数のメンバーの各々について１つ、家族のメンバーの個人的及
び仕事の使用の各々について１つ、等々）。各ｅＳＩＭは、コンピュータ読み取り可能な
インストラクション（ｅＳＩＭプログラム）及びその関連データ（例えば、暗号キー、完
全性キー、等）を含む小さなファイルシステムを備えている。
【０１１７】
　セキュアな要素は、更に、移動装置へ及び／又は移動装置からｅＳＩＭを転送できるよ
うにする。１つの具現化において、移動装置は、ｅＳＩＭの転送を開始するためにＧＵＩ
ベースの確認を発生する。
【０１１８】
　移動装置のユーザがｅＳＩＭをアクチベートすることを選ぶと、移動装置は、アクチベ
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ーションに対する要求をアクチベーションサービスへ送る。移動装置は、標準認証及びキ
ー合意（ＡＫＡ）交換のためにｅＳＩＭを使用することができる。
【０１１９】
　持続的記憶装置
　図８は、本発明による持続的記憶装置３０６の１つの規範的実施形態を示す。この持続
的記憶装置は、スタンドアローンエンティティとして具現化されてもよいし、又は他のネ
ットワークエンティティ（例えば、ｅＵＩＣＣアプライアンス３０２、ｅＳＩＭデポット
３０４、等）と合体されてもよい。図示されたように、持続的記憶装置は、一般的に、イ
ンターフェイス８０４及び記憶装置８０２を含む。
【０１２０】
　持続的記憶装置は、暗号化されたアクセス制御クライアントのアレイ及びその関連ステ
ートを不揮発性記憶装置に記憶する。一実施形態では、持続的記憶装置は、暗号化された
ｅＳＩＭ及びその関連メタデータのアレイをバイナリラージオブジェクト（ＢＬＯＢ）と
して記憶する。各ＢＬＯＢは、記憶装置のキー（例えば、ｅＵＩＣＣアプライアンス、ｅ
ＳＩＭデポット、等）により独特に暗号化される。
【０１２１】
　本発明の幾つかの態様を、方法のステップの特定シーケンスに関して説明したが、これ
らの説明は、本発明の広い方法を例示するものに過ぎず、特定のアプリケーションにより
要求されるように変更できることが明らかである。あるステップは、ある状況のもとでは
不要又は任意とされてもよい。更に、ここに開示する実施形態に、あるステップ又は機能
が追加されてもよく、又、２つ以上のステップの遂行手順が入れ替えられてもよい。その
ような全ての変更は、ここに開示され請求される本発明の範囲内に包含されると考えられ
る。
【０１２２】
　以上の詳細な説明は、種々の実施形態に適用したときの本発明の新規な特徴を図示して
説明しそして指摘したが、当業者であれば、本発明から逸脱せずに、ここに例示した装置
又はプロセスの形態及び細部の種々の省略、置き換え及び変更がなされることが理解され
よう。又、以上の説明は、本発明を現在実施する上で考えられる最良の態様である。この
説明は、限定を意味するものではなく、本発明の一般的な原理を例示するものとみなすべ
きである。本発明の範囲は、特許請求の範囲によって決定されるべきである。
【符号の説明】
【０１２３】
　３００：システム
　３０２：ｅＵＩＣＣアプライアンス
　３０４：ｅＳＩＭデポット
　３０６：持続的バックアップ記憶装置
　３１２：署名アプライアンス
　３１４：セキュアな記憶装置
　３１６：セキュリティモジュール
　５０２：ネットワークインターフェイス
　５０４：プロセッサ
　５０８：メモリ
　６０２：ネットワークインターフェイス
　６０４：プロセッサ
　７０６：ＢＢプロセッサ
　７０２：ＡＰＰプロセッサ
　７０４：記憶装置
　７０８：ユーザインターフェイス
　７１０：セキュアな要素
　８０２：ネットワークインターフェイス
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　８０４：メモリ

【図１】 【図２】
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