
JP 5816241 B2 2015.11.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのワイヤレスインターフェイスと、
　複数の電子サブスクライバーアイデンティティモジュール（ｅＳＩＭ）を管理する組み
込み型電子的ユニバーサル集積回路カード（ｅＵＩＣＣ）と、
　プロセッサと、
　を備えたワイヤレス装置であって、
　前記複数のｅＳＩＭにおける各ｅＳＩＭが、物理的ユニバーサルサブスクライバーアイ
デンティティモジュール（ＵＳＩＭ）を含む論理的エンティティを組み込み、且つ、各ｅ
ＳＩＭが少なくとも１つのワイヤレスネットワークに対応しており、
　前記プロセッサが、
　　状況入力に応答して、利用可能なワイヤレスネットワークを自動的に選択し、
　　前記利用可能なネットワークに関連する信頼できるプロバイダーから、前記ｅＵＩＣ
Ｃによって現在は記憶されていない第１のｅＳＩＭを受信し、
　　前記第１のｅＳＩＭを前記ｅＵＩＣＣの中に記憶し、
　　前記第１のｅＳＩＭとは異なる第２のｅＳＩＭがアクティブなとき、当該第２のｅＳ
ＩＭを非アクティブにし、
　前記第１のｅＳＩＭをアクティブにし、
　前記第１のｅＳＩＭを用いて、前記利用可能なワイヤレスネットワークを認証する、
ように構成されていることを特徴とする、ワイヤレス装置。
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【請求項２】
　前記複数のｅＳＩＭにおける各ｅＳＩＭは、インターナショナルモバイルサブスクライ
バーアイデンティファイア（ＩＭＳＩ）に関連付けられ、
　前記利用可能なワイヤレスネットワークは、セルラーネットワークを含み、
前記プロセッサは、
　　前記セルラーネットワークに対する認証を要求し、
　　前記第１のｅＳＩＭの少なくとも一部に基づいて前記セルラーネットワークとともに
認証及びキー合意（ＡＫＡ）を実行する、
ことによって前記セルラーネットワークを認証する、請求項１に記載のワイヤレス装置。
【請求項３】
　前記セルラーネットワークは、グローバルスタンダードフォアモバイルコミュニケーシ
ョンズ（ＧＳＭ）ネットワークである、請求項２に記載のワイヤレス装置。
【請求項４】
　前記セルラーネットワークは、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）ネットワークである、請求項２に記載のワイヤレス装置。
【請求項５】
　前記セルラーネットワークは、コード分割多重アクセス２０００（ＣＤＭＡ２０００）
ネットワークである、請求項２に記載のワイヤレス装置。
【請求項６】
　前記プロセッサは、前記少なくとも１つのワイヤレスインターフェイスを用いて前記利
用可能なワイヤレスネットワークを検出する、請求項１に記載のワイヤレス装置。
【請求項７】
　前記利用可能なワイヤレスネットワークの選択はユーザ入力又は好みによってトリガー
される、請求項１に記載のワイヤレス装置。
【請求項８】
　前記状況入力は地理的入力を含む、請求項１に記載のワイヤレス装置。
【請求項９】
　前記状況入力は時間入力を含む、請求項１に記載のワイヤレス装置。
【請求項１０】
　前記状況入力は受信した信号クオリティ入力を含む、請求項１に記載のワイヤレス装置
。
【請求項１１】
　複数の電子的サブスクライバーアイデンティティモジュール（ｅＳＩＭ）を管理する組
み込み型電子的ユニバーサル集積回路カード（ｅＵＩＣＣ）を含むワイヤレス装置で実行
される方法であって、
　前記複数のｅＳＩＭにおける各ｅＳＩＭが、物理的ユニバーサルサブスクライバーアイ
デンティティモジュール（ＵＳＩＭ）を含む論理的エンティティを組み込み、且つ、各ｅ
ＳＩＭが少なくとも１つのワイヤレスネットワークに対応しており、
　状況入力に応答して、利用可能なワイヤレスネットワークを自動的に選択する段階と、
　前記利用可能なワイヤレスネットワークに関連する信頼できるプロバイダーから、前記
ｅＵＩＣＣによって現在は記憶されていない第１のｅＳＩＭを受信する段階と、
　前記第１のｅＳＩＭを前記ｅＵＩＣＣの中に記憶する段階と、
　前記第１のｅＳＩＭとは異なる第２のｅＳＩＭがアクティブなとき、当該第２のｅＳＩ
Ｍを非アクティブにし、
　前記第１のｅＳＩＭをアクティブにし、
　前記第１のｅＳＩＭを用いて、前記利用可能なワイヤレスネットワークを認証する段階
と、を含む方法。
【請求項１２】
　前記複数のｅＳＩＭにおける各ｅＳＩＭは、インターナショナルモバイルサブスクライ
バーアイデンティファイア（ＩＭＳＩ）に関連付けられ、
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　前記利用可能なワイヤレスネットワークは、セルラーネットワークを含み、
　前記セルラーネットワークに対する認証を要求し、前記第１のｅＳＩＭの少なくとも一
部に基づいて前記セルラーネットワークとともに認証及びキー合意（ＡＫＡ）を実行する
ことによって、前記セルラーネットワークを認証する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記状況入力は１以上の状況入力を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記１以上の状況入力の少なくとも一つは受信した信号クオリティ入力を含む、請求項
１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記１以上の状況入力の少なくとも一つは地理的入力を含む、請求項１３に記載の方法
。
【請求項１６】
　前記１以上の状況入力の少なくとも一つは時間入力を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記利用可能なワイヤレスネットワークの選択はユーザ入力又は好みによってトリガー
される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１８】
　第１のワイヤレスネットワークと、ワイヤレスユーザ装置とを備えるワイヤレスシステ
ムであって、
　前記ワイヤレスユーザ装置は、
　　(a)少なくとも１つのワイヤレスインターフェイスと、
　　(b)複数の電子的サブスクライバーアイデンティティモジュール（ｅＳＩＭ）を管理
する組み込み型電子的ユニバーサル集積回路カード（ｅＵＩＣＣ）であって、前記複数の
ｅＳＩＭにおける各ｅＳＩＭが、物理的ユニバーサルサブスクライバーアイデンティティ
モジュール（ＵＳＩＭ）を含む論理的エンティティを組み込み、且つ、各ｅＳＩＭが少な
くとも１つのワイヤレスネットワークに対応している当該ｅＵＩＣＣと、
　　(c)プロセッサであって、
　　　(i)状況入力に応答して、利用可能なワイヤレスネットワークを自動的に選択し、
　　　(ii)前記利用可能なネットワークに関連する信頼できるプロバイダーから、前記ｅ
ＵＩＣＣによって現在は記憶されていない第１のｅＳＩＭを受信し、
　　　(iii)前記第１のｅＳＩＭを前記ｅＵＩＣＣの中に記憶し、
　　　(iv)前記第１のｅＳＩＭとは異なる第２のｅＳＩＭがアクティブなとき、当該第２
のｅＳＩＭを非アクティブにし、
　　　(v)前記第１のｅＳＩＭをアクティブにし、
　　　(vi)前記第１のｅＳＩＭを用いて、前記利用可能なワイヤレスネットワークを認証
する、
ように構成された当該プロセッサと、
を備えたことを特徴とするワイヤレスシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、セルラーネットワークのようなワイヤレスシステムの分野に係り、
より詳細には、装置が複数のワイヤレスネットワークを横切ってワイヤレスサービスを移
行できるようにするシステムに係る。
【０００２】
　優先権及び関連出願：本出願は、２０１１年５月１７日に出願された“METHOD AND APP
ARATUS FOR ACCESS CONTROL CLIENT ASSISTED ROAMING”と題する米国特許出願第１３／
１０９，８５１号の優先権を主張するもので、該特許出願は、２０１０年１０月２８日に
出願された“METHOD AND APPARATUS FOR ACCESS CONTROL CLIENT ASSISTED ROAMING”と
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題する米国仮特許出願第６１／４０７，８５８号の優先権を主張するものであり、各特許
出願は、引用としてここにそのまま組み入れる。
【０００３】
　また、本出願は、２００９年１月１３日に出願された“POSTPONED CARRIER CONFIGURAT
ION”と題する共有で同時係属の米国特許出願第１２／３５３，２２７号、２０１０年１
１月２２日に出願された“WIRELESS NETWORK AUTHENTICATION APPARATUS AND METHOD”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
する第１２／９５２，０８９号、２０１０年１２月２８日に出願された“VIRTUAL SUBSCR
IBER IDENTITY MODULE DISTRIBUTION SYSTEM”と題する第１２／９８０，２３２号、２０
１１年４月１日に出願された“ACCESS DATA PROVISIONING SERVICE”と題する第１３／０
７８，８１１号、２０１１年４月４日に出願された“MANAGEMENT SYSTEMS FOR MULTIPLE 
ACCESS CONTROL ENTITIES”と題する第１３／０７９，６１９号、２０１１年４月５日に
出願された“METHOD AND APPARATUS FOR STORAGE AND EXECUTION OF ACCESS CONTROL CLI
ENTS”と題する第１３／０８０，５２１号、２０１１年４月５日に出願された“SIMULACR
UM OF PHYSICAL SECURITY DEVICE AND METHODS”と題する第１３／０８０，５３３号、２
０１１年４月５日に出願された“APPARATUS AND METHOD FOR CONTROLLING DISTRIBUTION 
OF ELECTRONIC SUBSCRIBER IDENTITY MODULES”と題する第１３／０８０，５５８号、２
０１１年４月２５日に出願された“APPARATUS AND METHOD FOR STORING ELECTRONIC SUBS
CRIBER IDENTITY MODULES”と題する第１３／０９３，７２２号、２０１１年４月２７日
に出願された“SYSTEM FOR DISTRIBUTION OF UNIQUE SUBSCRIBER IDENTITY MODULES”と
題する第１３／０９５，７１６号、並びに２０１０年１０月２８日に出願された“METHOD
S AND APPARATUS FOR DELIVERING ELECTRONIC IDENTIFICATION COMPONENTS OVER A WIREL
ESS NETWORK”と題する米国仮特許出願第６１／４０７，８６２号、２０１０年１１月３
日に出願された“METHODS AND APPARATUS FOR ACCESS DATA RECOVERY FROM A MALFUNCTIO
NING DEVICE”と題する第６１／４０９，８９１号、２０１０年１１月１２日に出願され
た“APPARATUS AND METHOD FOR RECORDATION OF DEVICE HISTRY ACROSS MULTIPLE SOFTWA
RE EMULATION”と題する第６１／４１３，３１７号、２０１１年４月２６日に出願された
“ELECTRONIC ACCESS CLIENT DISTRIBUTION APPARATUS AND METHODS”と題する第６１／
４７９，３１９号、２０１１年４月２９日に出願された“COMPACT FORM FACTOR INTEGRAT
ED CIRCUIT CARD”と題する第６１／４８１，１１４号、２０１１年５月６日に出願され
た“METHODS AND APPARATUS FOR PROVIDING MANAGEMENT CAPABILITIES FOR ACCESS CONTR
OL CLIENTS”と題する第６１／４８３，５８２号にも関連しており、その各々は、引用と
してここにそのまま組み入れる。
【背景技術】
【０００４】
　多くのワイヤレスシステム又はネットワークは、サービスにアクセスするためにユーザ
識別及び認証を必要とする。例えば、典型的な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、物理的カードフォームファクタユニバーサル
集積回路カード（ＵＩＣＣ）内で物理的に組み込まれるサブスクライバーアイデンティテ
ィモジュール（ＳＩＭ）と称されるアクセス制御クライアントによりセルラーホンのアク
セス制御が支配される。動作中に、ＳＩＭカードは、セルラーネットワークに対して加入
者を認証する。首尾良く認証された後に、加入者は、セルラーネットワークへアクセスす
ることが許される。
【０００５】
　ＳＩＭカードが製造されるとき、ＳＩＭカードは、そのＳＩＭカードの使用を特定キャ
リアに制限するキャリア特有の認証情報でプログラムされる。更に、各ＳＩＭカードには
単一のユーザアカウントが関連され、ユーザアカウントデータは、ＳＩＭカードに永久的
に記憶される。ユーザがサービスを既存のアカウントから新たなアカウントへ又は既存の
キャリアから新たなキャリアへ切り換えたい場合には、ユーザは、新たなＳＩＭカードを
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必要とする。手短に述べると、ユーザアカウント及びキャリアネットワークは、ＳＩＭカ
ードに結合されており、移動装置それ自体には結合されていない。移動装置は、この点に
関して若干代替え可能な商品である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　不都合なことに、加入者は、新たなサービスエリアへ移動するときには、多くの場合、
高い「ローミング」料金を支払うか又は新たなＳＩＭカードを購入するか選択しなければ
ならない。ローミングサービスとは、移動装置が登録されたホーム位置とは異なる位置に
おける移動装置の接続を指す。登録された加入者サービスと比較すると、ローミングサー
ビスは、信号のクオリティが低く及び／又は余計な関連費用がかかることがある。しかし
ながら、極端な場合に、加入者は、ローミング能力を有していないこともあり、従って、
移動装置は、訪問先ネットワークに登録するために全く新しいＳＩＭカードを購入するか
又は接続を完全にあきらめるしかない。
【０００７】
　従って、装置がホーム位置以外のところにある間にカバレージを得（例えば、購入し）
そして管理する能力をユーザに与えるための改善された解決策が要望される。このような
改善された解決策は、新たなＳＩＭカードを必要とせずに、既に配備又は購入された装置
へ新たな又は異なるユーザアカウントを引き渡すのをサポートするのが理想的である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、とりわけ、ユーザ装置に使用するためのアクセスクライアントを選択して利
用するための装置及び方法を開示することにより前記要望に対処する。
【０００９】
　本発明の第１の態様において、ワイヤレス装置が開示される。一実施形態において、こ
の装置は、１つ以上のワイヤレスネットワークに接続するようにされた１つ以上のワイヤ
レスインターフェイスと、対応するネットワークに各々関連した複数のユーザアクセスデ
ータエレメントを記憶するようにされたセキュアなエレメントと、プロセッサと、このプ
ロセッサとデータ通信し、コンピュータ実行可能なインストラクションを含む記憶装置と
、を備えている。そのインストラクションは、１つの変形例において、プロセッサにより
実行されたときに、利用可能なネットワークを選択し、その選択されたネットワークに関
連した第１のユーザアクセスデータエレメントをセキュアなエレメントから検索し、その
検索されたユーザアクセスデータをロードし、そしてそのロードされたユーザアクセスデ
ータでその選択されたネットワークに対して認証するように構成される。
【００１０】
　本発明の第２の態様において、複数のネットワークを横切ってワイヤレスアクセスを移
行するための方法が開示される。一実施形態において、この方法は、ローミング状態を検
出し、１つ以上のネットワークに各々関連した１つ以上のアクセス制御クライアントを評
価し、利用可能なアクセス制御クライアントを選択し、その選択されたアクセス制御クラ
イアントをロードし、そしてその選択されたアクセス制御クライアントを実行することを
含む。
【００１１】
　１つの変形例において、この方法は、実質的にユーザ装置により遂行される。別の変形
例において、この方法は、実質的にネットワークエンティティにより遂行される。更に別
の変形例において、この方法の種々のタスクは、ユーザ装置及び１つ以上のネットワーク
エンティティにより分担される。
【００１２】
　本発明の第３の態様において、ネットワーク装置が開示される。１つの実施形態では、
この装置は、アクセスクライアント（例えば、ｅＳＩＭ）の切り換えを要求する状態、例
えば、ローミング状態又は信号クオリティ／強度のロスを検出させ、そしてあるネットワ
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ーク又はキャリアから別のネットワーク又はキャリアへのその後の切り換え又はハンドオ
ーバーを呼び出すように構成される。
【００１３】
　本発明の第４の態様において、システムが開示される。１つの実施形態では、このシス
テムは、ワイヤレスネットワークと、そのネットワーク内の支配的状態（例えば、ネット
ワークからのユーザローミング、信号クオリティ又は強度、等）に基づいて異なるアクセ
スクライアントを選択的に選んでアクチベートすることのできるユーザ装置と、を備えて
いる。
【００１４】
　第５の態様において、コンピュータ読み取り可能な装置が開示される。１つの実施形態
では、この装置は、少なくとも１つのコンピュータプログラムが配置された記憶媒体を備
えている。少なくとも１つのプログラムは、実行時に、ローミング又は他のトリガー状態
を検出し、アクセスのための少なくとも１つの第２のネットワークを選択し、その選択さ
れたネットワークへのアクセスを呼び出し、そして使用中の現在ネットワークへのアクセ
スを終了させるように構成される。
【００１５】
　本発明の第６の態様において、ベースステーション装置が開示される。１つの実施形態
において、このベースステーション装置は、少なくとも第１のワイヤレスネットワークを
サポートし、そしてその第１ネットワーク以外のワイヤレスネットワークをサポートする
異なるベースステーション装置へのワイヤレス装置転送を容易にするように構成される。
１つの変形例では、このベースステーション装置は、１つ以上のワイヤレスインターフェ
イスと、プロセッサと、このプロセッサとデータ通信する記憶装置とを備え、この記憶装
置は、プロセッサにより実行されたときに、ワイヤレス装置から動作情報を受信し、ワイ
ヤレス装置により使用するために異なるベースステーション装置があるかどうかを、動作
情報に少なくとも一部分基づいて決定し、そしてワイヤレス装置を異なるベースステーシ
ョンに接続させるコマンドをワイヤレス装置へ送信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。
【００１６】
　本発明のこれら及び他の態様は、ここでの開示に鑑み考慮したときに明らかとなるであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】従来のＵＳＩＭを使用する１つの典型的な認証及びキー合意（ＡＫＡ）手順をグ
ラフィック的に示す。
【図２】本発明の種々の実施形態に関連して有用な１つの典型的なセルラーシステムを示
す論理フロー図である。
【図３】本発明の一実施形態により第１のキャリアのネットワークから第２のキャリアの
ネットワークへセルラー装置を移行するための典型的なトランザクションをグラフィック
的に示す。
【図４】本発明によりセルラー装置サービスを移行するための一般化された方法の一実施
形態を示す論理フローチャートである。
【図５】本発明の方法を具現化するのに有用な典型的ユーザ装置のブロック図である。
【図６】本発明の方法を具現化するのに有用な典型的ネットワーク装置のブロック図であ
る。（全図著作権２０１０アップル社、全ての権利を保有）
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　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して説明する。
【００１９】
　概略
　１つの態様において、本発明は、「ホーム」位置の外部でのローミングカバレージのサ
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ポートを与えることにより異なるキャリアへのユーザ装置アクセスを許す方法及び装置に
向けられる。本発明の実施形態は、移動装置に記憶された複数のアクセスクライアント（
例えば、エレクトロニックサブスクライバーアイデンティティモジュール又はｅＳＩＭ）
間を切り換えるものであり、各ｅＳＩＭは、キャリアネットワークで移動装置を認証する
ように構成されたＳＩＭを含む。より詳細には、１つの典型的な実施形態では、移動装置
がローミング状態を検出し、それに応答して（又は先を見越して）その利用可能なｅＳＩ
Ｍを評価する。少なくとも１つのｅＳＩＭが現在ネットワークとの非ローミング動作に適
している場合には、ｅＳＩＭがロードされ、移動装置は、その新たなホームネットワーク
に登録する。
【００２０】
　より一般的には、本発明は、既存のローミングアクセスを使用するのではなく、現在ネ
ットワークに一致するようにその現在アクセス制御クライアントを切り換えできるワイヤ
レス装置に係る。例えば、第１ネットワークに関連したｅＳＩＭをアクティブに保持して
、第２ネットワークにおいてローミングする（従って、ある場合には、余計なローミング
料金を発生する）のではなく、移動装置は、第１ネットワークに関連したｅＳＩＭをデア
クチベートし、そして同時に又は先を見越して第２ネットワークに関連したｅＳＩＭをロ
ードする。この「ハンドオフ」は、典型的な実施形態では、シームレスに遂行され、ユー
ザの経験に影響が及ばないようにする（即ち、「オンザフライ処理」）。
【００２１】
　本発明の種々の態様は、サービスのクオリティ及び効率の両方、並びにサービスカバレ
ージを実質的に改善する。複数のアクセス制御クライアント間を柔軟に切り換えることに
より、ユーザは、単一の装置で異なるネットワークサービスプロバイダーに対して複数の
サービス契約を維持することができる。このような特徴は、ユーザに価値を付加する。と
いうのは、（例えば、外国旅行の場合に）外国のネットワークサービスエリアのサービス
プロバイダーでユーザアクセスデータを購入することにより国内のサービスエリアからロ
ーミングできるからである。更に、ユーザアクセスデータフォーマットは、特定の物理的
カード（例えば、ＵＩＣＣ、Ｒ－ＵＩＭカード、等）に限定されないので、複数のワイヤ
レスインターフェイス（例えば、ＧＳＭ（登録商標）、ＣＤＭＡ等）でイネーブルされる
ユーザ装置は、ユーザが変化する信号強度で異なるＲＡＮ間を切り換えできるようにする
ことでサービスカバレージを向上させることができる。
【００２２】
　典型的な実施形態の詳細な説明
　本発明の典型的な実施形態を以下に詳細に説明する。これら実施形態は、主として、Ｇ
ＳＭ、ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥ、ＵＭＴＳセルラーネットワークのサブスクライバーアイデン
ティティモジュール（ＳＩＭ）に関して説明するが、当業者であれば、本発明がこれらに
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
イアント支援ローミングから利益が得られる無線ネットワーク（セルラーであってもなく
ても）において有用である。
【００２３】
　また、「サブスクライバーアイデンティティモジュール（ＳＩＭ）」はここでは、ｅＳ
ＩＭと称するが、これは、必ずしも、（ｉ）加入者それ自体による使用（即ち、本発明は
、加入者又は非加入者により実施される）、（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、若しくは企業のような無形又は架空のエンテ
ィティのために実施される）、又は（iii）任意の有形の「モジュール」装置又はハード
ウェアを意味せず又は要求もしないことが理解されるであろう。
【００２４】
　従来のサブスクライバーアイデンティティモジュール（ＳＩＭ）動作
　典型的な従来のＵＭＴＳセルラーネットワークの状況において、ユーザ装置（ＵＥ）は
、携帯装置及びユニバーサルサブスクライバーアイデンティティモジュール（ＵＳＩＭ）
を備えている。このＵＳＩＭは、記憶され且つ物理的ユニバーサル集積回路カード（ＵＩ
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ＣＣ）から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、無線ネット
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このＵＳＩＭに記憶される。
【００２５】
　一般的に、ＵＩＣＣは、加入者への配布の前にＵＳＩＭでプログラムされ、再プログラ
ミング又は「パーソナル化」は、各ネットワークオペレータ特有のものである。例えば、
配備の前に、ＵＳＩＭは、インターナショナルモバイルサブスクライバーアイデンティフ
ァイア（ＩＭＳＩ）、固有の集積回路カード識別子（ＩＣＣ－ＩＤ）、及び特定の認証キ
ー（Ｋ）に関連付けられる。ネットワークオペレータは、その関連性を、ネットワーク認
証センター（ＡｕＣ）内に収容されたレジストリーに記憶する。パーソナル化の後に、Ｕ
ＩＣＣは、加入者へ配布することができる。
【００２６】
　図１には、上述した従来のＵＳＩＭを使用する１つの典型的な認証及びキー合意（ＡＫ
Ａ）手順１００が詳細に示されている。通常の認証手順の間に、ＵＥ１０２は、ＵＳＩＭ
１０４からインターナショナルモバイルサブスクライバーアイデンティファイア（ＩＭＳ
Ｉ）を取得する。ＵＥは、それを、ネットワークオペレータのサービングネットワーク（
ＳＮ）１０６又は訪問先コアネットワークへ渡す。ＳＮは、認証要求をホームネットワー
ク（ＨＮ）のＡｕＣ１０８へ転送する。ＨＮは、受信したＩＭＳＩをＡｕＣのレジストリ
ーと比較し、そして適当なＫを得る。ＨＮは、ランダム番号（ＲＡＮＤ）を発生し、そし
てそれに、予想される応答（ＸＲＥＳ）を生成するためのアルゴリズムを使用してＫでサ
インする。ＨＮは、更に、暗号化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、種々のアルゴリズムを使用し
て発生する。ＨＮは、ＲＡＮＤ、ＸＲＥＳ、ＣＫ及びＡＵＴＮより成る認証ベクトルをＳ
Ｎへ送信する。ＳＮは、認証ベクトルを一回の認証プロセスのみに使用するために記憶す
る。ＳＮは、ＲＡＮＤ及びＡＵＴＮをＵＥへ渡す。
【００２７】
　ＵＥ１０２がＲＡＮＤ及びＡＵＴＮを受け取ると、ＵＳＩＭ１０４は、受け取ったＡＵ
ＴＮが有効であるかどうか検証する。もしそうであれば、ＵＥは、受け取ったＲＡＮＤを
使用し、記憶されたＫ、及びＸＲＥＳを発生した同じアルゴリズムを使用して、それ自身
の応答（ＲＥＳ）を計算する。ＵＥは、ＲＥＳをＳＮへ返送する。ＳＮ１０６は、ＸＲＥ
Ｓを受け取ったＲＥＳと比較し、それらが一致する場合に、ＳＮは、オペレータのワイヤ
レスネットワークサービスの利用についてＵＥを認証する。
【００２８】
　典型的な動作
　本発明の典型的な実施形態の状況では、従来のように物理的なＵＩＣＣを使用するので
はなく、ＵＩＣＣは、例えば、ＵＥのセキュアなエレメント（例えば、セキュアなマイク
ロプロセッサ又は記憶装置）内に収容されるソフトウェアアプリケーション、以下、電子
ユニバーサル集積回路カード（ｅＵＩＣＣ）と称される、のような仮想又は電子的エンテ
ィティとしてエミュレートされる。ｅＵＩＣＣは、以下、電子的サブスクライバーアイデ
ンティティモジュール（ｅＳＩＭ）と称される複数のＵＳＩＭエレメントを記憶し管理す
ることができる。各ｅＳＩＭは、典型的なＵＳＩＭと同じ論理的エンティティを収容する
。ｅＵＩＣＣは、ｅＳＩＭのＩＣＣ－ＩＤに基づいてｅＳＩＭを選択する。ｅＵＩＣＣが
望ましいｅＳＩＭを選択すると、ＵＥは、認証手順を開始して、ｅＳＩＭの対応するネッ
トワークオペレータからワイヤレスネットワークサービスを得ることができる。
【００２９】
　図２には、本発明の種々の実施形態を説明するのに有用な１つの典型的なセルラーシス
テム２００が示されている。この典型的なシステムは、３つのパブリックランドモバイル
ネットワーク（ＰＬＭＮ）又は「ネットワークキャリア」、即ちＵＭＴＳキャリアＡ　２
０２Ａ、ＵＭＴＳキャリアＢ　２０２Ｂ、及びＣＤＭＡ２０００キャリアＣ　２０２Ｃを
備えている。２つのＵＭＴＳ及び１つのＣＤＭＡキャリアが示されているが、本発明と矛
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盾しないように、他の形式及び数のエアインターフェイス（セルラー、その他）を使用で
きることも認識される。更に、本発明では、例えば、進行中のサービス或いはコール又は
セッションをＷＬＡＮからセルラー又はＷｉＭＡＸネットワーク等へ転送するような異種
のネットワークタイプも含まれることが意図される。
【００３０】
　図２において、セルラー装置２０４は、ＵＭＴＳキャリアＡネットワークに接続される
が、他の２つのネットワークのカバレージ内にある。この例では、セルラー装置は、ＵＭ
ＴＳキャリアＡネットワークに永久的に登録され、従って、ＵＭＴＳキャリアＡネットワ
ークは、セルラー装置の「ホームネットワーク」である。セルラー装置がＵＭＴＳキャリ
アＢネットワークからサービスを受ける場合には、その第２のネットワークは、セルラー
装置がキャリアＢに永久的に登録されないので、「訪問先ネットワーク」である。ＣＤＭ
Ａ２０００キャリアＣネットワークは、ローミングアクセスに対してサポートされても、
されなくてもよく、即ち、異なる技術（例えば、ＵＭＴＳ、ＣＤＭＡ２０００）間のロー
ミングは、具現化特有のもので、例えば、二重モード電話の使用によるものである。
【００３１】
　従って、本発明の１つの典型的な実施形態では、移動装置２０４は、ローミングではな
く、現在ｅＳＩＭパーソナリティを変化させる。より詳細には、移動装置は、複数のｅＳ
ＩＭパーソナリティをセキュアなｅＵＩＣＣ内に記憶している（又はオンザフライで得て
いる）。第１ネットワークに関連したｅＳＩＭをアクティブに保持して第２ネットワーク
をローミングするのではなく、移動装置は、第１ネットワーク２０２Ａに関連したそのｅ
ＳＩＭをデアクチベートし、そして第２ネットワーク２０２Ｃ（この場合はキャリアＣ）
に関連したｅＳＩＭをロードする。その後、移動装置は、新たなホームネットワークとし
て第２ネットワークに接続する。上述したように、これは、典型的な実施形態において、
ユーザに対してできるだけシームレスに遷移するように、多数の異なるシーケンスで行わ
れる。従って、本発明は、以前のホームキャリアに対するｅＳＩＭがデアクチベート又は
破壊される前にサービスが「新たな」ホームキャリアで少なくとも部分的に開始される「
メーク・ビフォア・ブレーク(make before break)」パラダイムを含む種々のモデルを意
図している。別のモデルでは、「ブレーク・ビフォア・メーク」ロジックが使用される。
【００３２】
　図３には、複数のセルラーネットワークを横切ってサービスを受けるための１つの典型
的な方法が示されている。ステップ３０２において、ユーザ装置（ＵＥ）は、利用可能な
ｅＳＩＭの目録を識別する。ここで使用する「利用可能な(available)」という語は、現
在利用可能な又は条件に応じて利用可能な（例えば、将来の時間に、別のベースステーシ
ョンの範囲内に入るような事象の発生時に、等々）アクセスクライアント又はｅＳＩＭを
含むが、これに限定されない。ステップ３０４において、ＵＥは、利用可能なｅＳＩＭに
対応するネットワークに対してスキャンする。例えば、典型的なセルラーシステム２００
では、ＵＥ２０４は、３つのネットワークキャリア、即ち（ｉ）ＵＭＴＳキャリアＡ　２
０２Ａ、ＵＭＴＳキャリアＢ　２０２Ｂ、及びＣＤＭＡ２０００キャリアＣ　２０２Ｃを
識別するが、ＵＥは、キャリアＡ及びキャリアＣに対してｅＳＩＭデータしか有していな
い。
【００３３】
　ステップ３０６では、ＵＥは、利用可能なネットワークの１つを選択する。例えば、Ｕ
Ｅは、グラフィックユーザインターフェイス（ＧＵＩ）を経てユーザにネットワークオプ
ションのリストを提示し、ユーザは、望ましいネットワークを選択する。この例では、ユ
ーザは、その既存のキャリア（キャリアＡ）からキャリアＣへの切り換えを選択する。或
いは又、例えば、（ｉ）コストの事柄、（ii）装置／互換性の事柄、及び／又は（iii）
ユーザの好みを含む１つ以上の選択ルールに基づき適当なキャリアを選択する選択ロジッ
クがユーザ装置（又はネットワーク内のリモートエンティティ）内で使用されてもよい。
【００３４】
　ステップ３０８において、ＵＥは、選択されたキャリアに対するｅＳＩＭをセキュアな
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エレメントから検索してロードする。例えば、ＵＥは、ＵＭＴＳキャリアＢに対してＵＳ
ＩＭをエミュレートするｅＳＩＭをデアクチベートし、そして例えば、同時に又は先を見
越して、ＣＤＭＡ２０００キャリアＣに対応するｅＳＩＭをロードする。
【００３５】
　ステップ３１０（上述したように、同時に又は先を見越して遂行される）において、Ｕ
Ｅは、選択されたネットワークを認証する。ＵＥは、ＣＤＭＡ２０００モデムを始動し、
キャリアＣに登録する。
【００３６】
　上述した例は、本発明の幾つかの顕著な効果を示している。第１に、物理的なＳＩＭカ
ードとは異なり、本発明の移動装置は、ｅＵＩＣＣ内に複数のｅＳＩＭを記憶する。従っ
て、本発明の種々の態様は、装置接続カバレージを著しく改善することができる。各ｅＳ
ＩＭは、典型的な実施形態では、異なるネットワークキャリアに関連しているので、加入
者は、複数のホームネットワークを有する。加入者は、そのホームネットワークのいずれ
においても登録されたユーザとして動作することができる（例えば、ローミング料金、等
を負うことなく）。更に、上述した典型的な実施形態は、異なる無線アクセスネットワー
ク及びそれに関連したｅＳＩＭタイプをサポートすることができる。
【００３７】
　第２に、本発明の移動装置は、物理的なＳＩＭカードをもたないので、カードフォーム
ファクタに関連したオーバーヘッド（例えば、２つ又は３つ又は４つの個別のＳＩＭカー
ドスロット）を要求することなく複数の無線アクセス技術をサポートすることができる。
この移動装置は、カードソケットを必要とせず、ユーザは、複数のカードを個人で携帯す
る必要はない。更に、ｅＳＩＭの交換は、ＧＵＩによって支援されるか、又は移動装置の
内部で自動的に遂行されるので、本発明の種々の実施形態は、ユーザのエラーを防止する
上で助けとなる。例えば、ユーザは、偶発的にＳＩＭカードを家に忘れたり、誤ったＳＩ
Ｍカードを差し込んだり、又はＳＩＭカードを誤って差し込んだり、等々がない。
【００３８】
　本発明の１つ以上の態様を具現化するための一般化された方法及び装置の典型的な実施
形態を以下に説明する。
【００３９】
　方法
　図４を参照して、装置が複数のワイヤレスネットワークを横切ってワイヤレスサービス
を移行するための一般化された方法の一実施形態を図示して説明する。
【００４０】
　ここで使用する「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
はソフトウェアで実施されて、ワイヤレスネットワーク及び通信ネットワークのリソース
へのアクセスを可能にするソフトウェアクライアントを指す。１つの典型的な実施形態で
は、アクセス制御クライアントは、ｅＵＩＣＣで実行されるｅＳＩＭである。１つの変形
例において、ｅＳＩＭは、ユニバーサルサブスクライバーアイデンティティモジュール（
ＵＳＩＭ）、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）、Ｃ
ＤＭＡサブスクライバーアイデンティティモジュール（ＣＳＩＭ）のうちの少なくとも１
つで動作するように構成される。
【００４１】
　ステップ４０２において、他のアクセス制御クライアントオプションが評価される。１
つの典型的な実施形態では、アクセス制御クライアントを評価するプロセスは、ワイヤレ
ス装置により自動的にトリガーされる。例えば、ＵＥが複数のワイヤレス無線技術インタ
ーフェイス（例えば、ＧＳＭ、ＣＤＭＡ）を具現化する場合に、ユーザは、その現在アク
ティブな無線において信号強度の低下（又は全く信号なし）を経験することがある。それ
に応答して、ワイヤレス装置は、ローミングを回避するためにその利用可能なアクセス制
御クライアントをチェックする。
【００４２】
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　別の実施形態では、アクセス制御クライアントを更新するプロセスは、ユーザによって
手動でトリガーされる。例えば、ユーザは、ユーザがサービス契約を維持する異なるネッ
トワークプロバイダー間に変化する音声及びデータ計画レートを有することができる。ユ
ーザは、望ましいワイヤレスネットワークサービス（例えば、音声及びデータ）に対して
最も費用効果のあるレートを得るために異なるネットワークプロバイダーへの接続を手動
で選択することを希望してもよい。或いは又、ユーザは、異なる個人的状況において異な
るサービスプロバイダーの使用を希望してもよく、例えば、個人的な使用で１つ、そして
仕事の使用で１つのサービスプロバイダーの使用を希望してもよい。
【００４３】
　別の実施形態では、アクセス制御クライアントを更新するためのトリガーは、利用可能
なネットワークの状況特有の使用（例えば、費用効果、信号強度）により駆動されてもよ
い。例えば、ユーザは、複数のキャリアに対するｅＳＩＭデータをＵＥに有してもよく、
各ｅＳＩＭは、それら自身の使用レートを伴う。あるキャリアは、ＵＥが夕方に費用効果
の良い対応ネットワークを選択するよう促す夕方レートを提供するのが良い。
【００４４】
　１つの具現化において、アクセス制御クライアントを更新するトリガーは、時間及び／
又は地理的位置の制約により駆動される。例えば、ユーザは、個人的アカウント及び仕事
用アカウントに対するｅＳＩＭデータを有する。ワイヤレス装置は、その装置が通常の仕
事時間中にユーザの職場に配置されることを決定し、それ故、仕事用アカウントに対する
ｅＳＩＭデータに関連したネットワークを選択する。或いは又、装置が仕事の時間でなく
及び／又は職場（例えば、主たる住居）にないと決定した場合に、装置は、個人的アカウ
ントに対するｅＳＩＭデータに関連したネットワークを選択する。
【００４５】
　更に、種々の入力（例えば、時間及び／又は地理的状況）を予報的に入力することもで
きる。例えば、第１のキャリアについては経歴的に非常に悪い受信状態を示すが第２のキ
ャリアについてはそうでないエリアを通してのユーザ駆動は、アクセス制御クライアント
に対する更新を自動的にトリガーすることができる。ある実施形態では、経歴的分析は、
装置自身の経歴に基づく（例えば、以前の動作に基づく）ものでもよいし、又は「クラウ
ドソース化」されてもよく、即ち多数の他の装置から収集された経歴に基づくものでもよ
い（使用中の装置と同様のタイプ／能力であるか、異なるか、又はそれらの異種混合であ
るかに関わらず）。あるケースでは、この情報は、ユーザにより（例えば、アプリケーシ
ョンソフトウェア又は更新を経て）装置へダウンロードされるか、又はネットワークによ
り（自動的又はその他で）装置に与えられてもよい。
【００４６】
　更に、ネットワークキャリアは、次第に効率が低下するネットワークリソースで装置を
サポートし及び／又はユーザの経験に悪影響するのではなく、装置が「良好な」キャリア
へ予見的に切り換えることを好む。例えば、キャリアＡは、名うての弱いカバレージエリ
アではキャリアＢへシームレスにハンドオーバーすることを望む。というのは、キャリア
Ａに悪く反映するスポット的なサービス中断よりもこのシームレスなハンドオーバー（た
とえ別のキャリアでも）及びサービスの持続性が好ましいからである。あるケースでは、
ユーザは、ハンドオーバーに気付かないこともあり、従って、これは、その時点でサービ
スを提供しなくてもキャリアＡに積極的に反映することになる。
【００４７】
　任意のステップ４０３では、ワイヤレス装置は、利用可能なアクセス制御クライアント
のリストをコンパイルする。１つの実施形態では、このリストは、現在記憶されたアクセ
ス制御クライアントに基づく。１つの変形例において、このリストは、更に、外部で記憶
されたアクセス制御クライアントを含む。例えば、先に取り上げた２０１０年１０月２８
日に出願された“MANAGEMENT SYSTEMS FOR MULTIPLE ACCESS CONTROL ENTITIES”と題す
る米国プロビジョナル特許出願第６１／４０７，８６１号に述べられたように、アクセス
制御クライアントは、外部「ウオレット(wallet)」に記憶されるか、又はネットワークエ
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ンティティ内に「パークされる(parked)」。
【００４８】
　他の実施形態では、このリストは、まだ指定されておらず指定のために空いているアク
セス制御クライアントを含む。例えば、１つの変形例では、このリストは、販売及びダウ
ンロードのために広告されるアクセス制御クライアントを含む。
【００４９】
　図示されたように、ステップ４０４に関して、ワイヤレス装置は、利用可能なアクセス
制御クライアントを選択する。１つの典型的な実施形態では、利用可能なアクセス制御ク
ライアントの選択は、ユーザにより手動で行われる。例えば、ワイヤレス装置は、ＧＵＩ
を通して利用可能なアクセス制御クライアントのリストをユーザに提示する。
【００５０】
　別の実施形態では、アクセス制御クライアントの選択は、ユーザエリアの利用可能なネ
ットワークをスキャンするワイヤレス装置によって自動的に行うことができる。１つの変
形例では、アクセス制御クライアントの選択は、ワイヤレス装置（例えば、デフォールト
ネットワーク）の構成可能な設定によって決定される。例えば、複数の利用可能なネット
ワークオプションを有する移動装置は、最良の信号クオリティ、最高の帯域巾、最低の費
用請求率、等、或いは複数のそれらのものの組み合わせ／最適化を与えるネットワークを
選択することができる。
【００５１】
　別の典型的な実施形態では、ワイヤレス装置は、複数の無線アクセス技術インターフェ
イス（例えば、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ）を具現化して、その装置が各利用可能なイン
ターフェイスのためのネットワークを選択できるようにする。１つの具現化において、あ
るワイヤレスインターフェイスは、音声サービスのためにネットワークを選択し、一方、
他のワイヤレスインターフェイスは、データサービスのためのネットワークを選択する。
又、性能（例えば、帯域巾）又はＱｏＳ或いはセキュリティを選択の基礎として使用して
もよい（即ち、セキュアなトラフィックに対して１つのネットワーク、非セキュアなトラ
フィックに対して別のネットワーク）。
【００５２】
　適当なアクセス制御クライアントが選択されると、ワイヤレス装置は、その選択された
ネットワークに関連したアクセス制御クライアントデータを検索する。本発明の１つの典
型的な実施形態において、ユーザアクセスデータ（例えば、アクセス制御クライアント、
それに関連した他のコンポーネント、等）は、ワイヤレス装置のセキュアなエレメントか
ら検索される。例えば、セキュアなエレメントからのユーザアクセスデータのこのような
検索を具現化する典型的な装置及び方法を記載した、先に取り上げた、２０１０年１０月
２８日に出願された“METHODS AND APPARATUS FOR STORAGE AND EXECUTION OF ACCESS CO
NTROL CLIENTS”と題する共有で同時係属の米国仮特許出願第６１／４０７，８６６号を
参照されたい。
【００５３】
　別の実施形態では、その選択されたネットワークに関連したユーザアクセスデータがワ
イヤレス装置へダウンロードされる。例えば、ユーザアクセスデータのこのようなワイヤ
レスダウンロードを具現化するための典型的な方法を記載した、先に取り上げた、２０１
０年１０月２８日に出願された“METHODS AND APPARATUS FOR DELIVERING ELECTRONIC ID
ENTIFICATION COMPONENTS OVER A WIRELESS NETWORK”と題する共有で同時係属の米国仮
特許出願第６１／４０７，８６２号を参照されたい。
【００５４】
　その後、アクセス制御クライアントは、ワイヤレス装置へロードされる。１つの典型的
な実施形態において、検索されたユーザアクセスデータ（即ち、アクセス制御クライアン
ト及びそれに関連した他のコンポーネント、等）は、ワイヤレス装置ソフトウェアへロー
ドされる。１つの具現化において、ワイヤレス装置ソフトウェアは、希望のネットワーク
に接続することが要求されるワイヤレスインターフェイスが別の認証されたセッションに
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現在使用されているかどうか決定する。
【００５５】
　ワイヤレスインターフェイスが別の認証されたネットワークセッションに使用されてい
ない場合には、ワイヤレス装置は、ステップ４０６で述べたように、アクセス制御を開始
する。ワイヤレスインターフェイスが使用中である場合には、１つの実施形態において、
ワイヤレスインターフェイスは、希望のネットワークへ接続できるようにワイヤレス装置
ソフトウェアによりリセットされる。ワイヤレスインターフェイスのリセットの後に、ワ
イヤレス装置は、ステップ４０６で述べたように、アクセス制御を開始する。他の実施形
態では、新たなホームネットワーク及び以前の訪問先ネットワークへの同時接続をサポー
トするために第２のワイヤレスインターフェイスが既存のワイヤレス接続と並列に開始さ
れる。
【００５６】
　本発明のある具現化において、ワイヤレス装置は、１つ以上のワイヤレスインターフェ
イスを収容する。１つの変形例では、２つ以上のワイヤレスインターフェイスが同時にア
クティブとなって、ユーザアクセスデータを同時にロードできるようにする。例えば、Ｕ
Ｅの再スタート時に、ＣＤＭＡ２０００ワイヤレスインターフェイス及びＧＳＭワイヤレ
スインターフェイスのユーザアクセスデータが同時にロードされる。別の変形例では、Ｕ
Ｅは、あるワイヤレスインターフェイスから別のワイヤレスインターフェイスへ切り換え
る。
【００５７】
　ステップ４０６において、ワイヤレス装置は、アクセス制御手順を開始する。首尾良く
行われた場合には、ワイヤレス装置は、選択されたネットワークからワイヤレスネットワ
ークサービスを得ることができる。１つの実施形態では、アクセス制御手順は、ネットワ
ークに対してワイヤレス装置を及びワイヤレス装置に対してネットワークを相互に認証す
るための挑戦・応答プロトコルである。そのような１つの実施形態では、アクセス制御手
順は、認証及びキー合意（ＡＫＡ）手順を含む（図１及びそれに関連した説明を参照）。
他の実施形態では、アクセス制御手順は、一方向性の認証を含み、例えば、セルラー装置
又はセルラーネットワークのみが認証される。このような実施形態は、例えば、セルラー
認証及び音声暗号（ＣＡＶＥ）ベースのアルゴリズムを含むが、他のアルゴリズムを同じ
成功度で使用することもできる。
【００５８】
　本発明の種々の態様は、サービスのクオリティ及び効率の両方、並びにサービスカバレ
ージを実質的に改善する。複数のユーザアクセスデータを記憶できるようにすることで、
ユーザは、単一のＵＥにおいて異なるネットワークサービスプロバイダーに対する複数の
サービス契約を維持することができる。このような特徴は、ユーザに価値を付加する。と
いうのは、特に、（例えば、外国旅行の場合に）外国のネットワークサービスエリアのサ
ービスプロバイダーでユーザアクセスデータを購入することにより国内のサービスエリア
からローミングできるからである。更に、ユーザアクセスデータフォーマットは、特定の
物理的カード（例えば、ＵＩＣＣ、Ｒ－ＵＩＭカード、等）に限定されないので、複数の
ワイヤレスインターフェイス（例えば、ＧＳＭ、ＣＤＭＡ、等）でイネーブルされるＵＥ
は、ユーザが変化する信号強度で異なるＲＡＮ間を切り換えできるようにすることでサー
ビスカバレージを向上させることができる。
【００５９】
　１つの実施形態において、本発明は、アプリケーションベースのストア（例えば、オン
ラインストア）又はブローカーを通してワイヤレスネットワークのサービスプロバイダー
に対してアクセス制御クライアントをユーザが購入して受け取れるようにすることに関連
した収入又は利益の含蓄を考慮するものである。例えば、ユーザは、必須のユーザアクセ
スデータで新たな物理的カードを取得する必要なくワイヤレスサービスを得るという高い
融通性をもつ。更に、アプリケーションベースのストアを通してのユーザアクセスデータ
のプロバイダーは、（例えば、短期間の外国旅行の場合）一時的なユーザアクセスデータ
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に対して割増金を課すことができるが、これは、ユーザが国内のサービスプロバイダーで
ローミング料金又は国際サービスレートにおいて支払わねばならないものよりまだ安い。
【００６０】
　典型的な移動装置
　図５には、本発明の方法を具現化するのに有用な典型的なユーザ又はクライアント移動
装置５００が示されている。
【００６１】
　図５の典型的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５０２を伴うワイヤレス装置である。この処理サ
ブシステムは、内部キャッシュメモリも含む。又、処理サブシステムは、例えば、ＳＲＡ
Ｍ、フラッシュ及びＳＤＲＡＭコンポーネントを含むメモリを備えたメモリサブシステム
５０４に接続される。このメモリサブシステムは、この技術でよく知られたように、デー
タアクセスを容易にするために１つ以上のＤＭＡタイプのハードウェアを具現化すること
ができる。又、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できるコンピ
ュータ実行可能なインストラクションを含む。
【００６２】
　１つの典型的な実施形態において、装置は、１つ以上のワイヤレスネットワークに接続
するようにされた１つ以上のワイヤレスインターフェイス（５０６）で構成される。これ
ら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具現
化することにより、ＧＳＭ、ＣＤＭＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ、ＷｉＭＡＸ、Ｗ
ＬＡＮ、ブルーツース、等の異なる無線技術をサポートすることができる。
【００６３】
　ユーザインターフェイスサブシステム５０８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を含む。
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カードタイプクライアントの実施形
態では、ユーザインターフェイスが欠けてもよい（それらが物理的及び／又は電気的に結
合される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）。
【００６４】
　ここに示す実施形態では、ｅＵＩＣＣアプリケーションを含んでいてそれを動作するセ
キュアなエレメント５１０を装置が備えている。この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。セキュアなエレメントは、プロセッササブシステムの要求時にメモ
リサブシステムによりアクセスすることができる。１つの典型的な実施形態では、セキュ
アなエレメントは、少なくとも区画可能なメモリを備え、この区画可能なメモリは、１つ
以上のアクセス制御クライアント及びそれに関連したパッチを含むようにされる。
【００６５】
　また、セキュアなエレメントは、セキュリティ技術で良く知られたタイプのいわゆる「
セキュアなプロセッサ」又はＳＭを含むこともできる。更に、一実施形態では、セキュア
なエレメントは、記憶されたアクセス制御クライアントのリスト又は目録を維持する。こ
の目録は、記憶されたアクセス制御クライアントの現在状態に関する情報を含むことがで
きる。このような情報は、利用性、完全さ、有効性、以前に経験したエラー、等を含む。
この目録は、必要に応じて、ユーザインターフェイスに更にリンク又は結合され、利用可
能なアクセス制御クライアントをユーザが選択できるようにする。
【００６６】
　更に、典型的な実施形態の種々の実現は、実行時に、ローミング状態を検出し、それに
応答して、他のアクセス制御クライアントオプションを評価するインストラクションを含
む。少なくとも１つの変形例では、前記のローミング検出は、自動的である。このような
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検出は、地理／時間を経て（例えば、ＧＰＳ受信器、既知の位置又は装置（例えば、ベー
スステーション又はＷＬＡＮ　ＡＰ）との関連性、「外国」ネットワーク通信（例えば、
ＷＩＭＡＸ　ＭＯＢ＿ＡＤＶメッセージのような広告メッセージ）の受信、等を経て）行
うことができる。
【００６７】
　別の変形例では、ローミング状態の検出は、ユーザにより手動でトリガーされる。更に
別の実施形態では、装置は、ローミング検出を行わずにアクセス制御クライアントを評価
するためにトリガーすることができ、例えば、ユーザ入力、状況特有動作（例えば、ユー
ザにより「仕事」又は「個人的」又は「国際的」と分類された番号をコールする）、等に
よりトリガーすることができる。
【００６８】
　典型的な実施形態の更に別の実施形態は、アクセス制御クライアントを選択しロードす
るためのインストラクションを含む。例えば、ローミング状態が検出されると、ユーザ装
置は、装置ソフトウェアへロードするためにユーザアクセスデータ（例えば、アクセス制
御クライアント、それに関連した他のコンポーネント、等）を検索する。
【００６９】
　１つの具現化において、ワイヤレス装置は、現在接続をデアクチベートし、そして新た
なホームネットワークへの新たな接続を再確立する。別の具現化では、ワイヤレス装置は
、現在接続（ローミングであってもよい）を持続し、且つ新たな接続を確立する。例えば
、本発明のある具現化において、ワイヤレス装置は、１つ以上のワイヤレスインターフェ
イスを含むことができる。１つのそのような変形例では、２つ以上のワイヤレスインター
フェイスが同時にアクチベートされて、ユーザアクセスデータを同時にロードできるよう
にする。例えば、ＵＥの再スタート時に、ＣＤＭＡ２０００ワイヤレスインターフェイス
及びＧＳＭワイヤレスインターフェイスのためのユーザアクセスデータを同時にロードす
ることができる。
【００７０】
　ユーザ装置５００の以上の実施形態は、主として移動電話（例えば、スマートホン）に
ついて説明したが、本発明は、電話装置に限定されないことが明らかであろう。例えば、
前記の技術は、例えば、“４Ｇ”ＷｉＭＡＸのようなデータネットワーク、或いはハンド
ヘルド又はラップコンピュータのようなＷＬＡＮイネーブル装置に直接適用することがで
きる。
【００７１】
　典型的なネットワーク装置
　図６には、本発明の方法を具現化するのに有用な典型的なネットワーク装置６００が示
されている。
【００７２】
　図６の典型的なネットワーク装置は、サーバー６００であり、これは、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と、プ
ロセッサ６０４と、記憶装置６０６と、バックエンドインターフェイス６０８とを備えて
いる。このバックエンドインターフェイス６０８は、ＵＥ５００と直接通信するためのイ
ンターフェイスであるか、又はインターネットへのインターフェイスであって、ＵＥ５０
０との通信を容易にするためのものである。更に、バックエンドインターフェイス６０８
は、セルラーネットワークシステムと通信するためのインターフェイスである。他のイン
ターフェイスを使用してもよく、以上のことは単なる例示に過ぎない。
【００７３】
　本発明の方法及び装置の以上の実施形態は、実質的にユーザ装置（例えば、ＵＥ）を中
心とするものであるが、これら機能の幾つか又は全部をネットワークインフラストラクチ
ャーにオフロードできることが明らかであろう。例えば、「ローミング」の検出に基づい
て自動的にトリガーする上述した実施形態では、ユーザのアカウント、装置プロフィール
、及び現在の／利用可能なアクセスクライアントを知っているサーバーのようなネットワ
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ークエンティティにより検出を行うことができる（又はそのネットワークエンティティに
検出をシグナリングすることができる）。又、ネットワークエンティティは、信頼のある
アクセスクライアント（例えば、ｅＳＩＭ）プロバイダー又はブローカーと通信して、ロ
ーミングの検出又は他の基準に基づいて新たなｅＳＩＭのダウンロード（又はユーザ装置
に既に存在するもののアクチベーション）を生じさせることができる。例えば、ユーザが
サービスプロバイダーのネットワークの縁においてセルへハンドオフするか又はセルに関
連付けするのを検出すると、エンティティは、第１のネットワークのカバレージを越えて
延びる別のネットワークの新たなｅＳＩＭのダウンロード及び／又はアクチベーションを
生じさせることができる。この形態で、ユーザ装置は、「より薄く」することができ、ｅ
ＳＩＭ切り換え判断を行うための固有のロジック又はファシリティを必要としない。
【００７４】
　ネットワークエンティティは、サービスプロバイダーに関連付けられてもよいし（例え
ば、「古いホーム」又は「新しいホーム」ネットワークの一部分として）、或いは提携又
は非提携の第三者サービス（例えば、特定のサービスプロバイダーと提携せずにクライア
ントに対するｅＳＩＭプロビジョニング／マネージメントをサービスとして提供するイン
ターネットサービス）に関連付けられてもよい。又、ネットワークエンティティは、購入
者にサービスを提供するようにユーザ装置（例えば、スマートホン）製造者により動作さ
れてもよい。このため、ユーザは、そのようなネットワークエンティティとの通信及びロ
ーミング時のｅＳＩＭの効率的な選択を容易にする“ａｐｐ”（アプリケーション）を、
自分の装置で使用するためにダウンロードすることもできる。
【００７５】
　また、本発明は、サービスプロバイダーとｅＳＩＭ切り換えの呼び出しとの間の種々の
ビジネス関係も意図している。例えば、キャリアＸがその現在「ホーム」ユーザの１つを
、キャリアＹに関連したｅＳＩＭへ切り換えることを決定したときに、キャリアＸは、こ
の事象をキャリアＹへ報告し、そして既存の関係により、切り換えを生じさせるための支
払又は他のタイプの事柄を得る（おそらくキャリアＺへの切り換えを生じさせるのとは対
照的に）。１つのそのようなモデルにおいて、キャリアＸ及びＹは、単位時間当たり（例
えば、毎月）他のキャリアにより生じるそれらネットワークへの切り換えの数に対する無
形の「クレジット」と、どちらのキャリアがより多くの切り換えを生じたかに基づき適宜
になされる支払とを互いに与える。当業者であれば、本開示が与えられると、種々の他の
モデルが認識されよう。
【００７６】
　本発明の幾つかの態様を、方法ステップの特定の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、特定の用途により要求されるよ
うに変更できることが認識されよう。あるステップは、ある状況のもとでは、不要とされ
るか又は任意とされる。更に、ここに開示する実施形態にあるステップ又は機能を追加し
てもよいし、又は２つ以上のステップの実行順序を入れ替えてもよい。このような全ての
変更は、ここに開示する本発明に包含されると考えられる。
【００７７】
　以上、種々の実施形態に適用された本発明の新規な特徴が図示され、説明され及び指摘
されたが、当業者であれば、本発明から逸脱せずに、装置又はプロセスの形態及び細部に
種々の省略、置き換え及び変更がなされ得ることが理解されよう。以上の説明は、本発明
を実施するよう現在意図される最良の態様である。この説明は、何ら限定を意図しておら
ず、本発明の一般的な原理の例示と考えるべきである。本発明の範囲は、特許請求の範囲
によって限定される。
【符号の説明】
【００７８】
　１００：認証及びキー合意（ＡＫＡ）手順
　１０２：ＵＥ
　１０４：ＵＳＩＭ
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　１０６：サービングネットワーク（ＳＮ）
　２００：セルラーシステム
　２０２Ａ：ＵＭＴＳキャリアＡ
　２０２Ｂ：ＵＭＴＳキャリアＢ
　２０２Ｃ：ＣＤＭＡ２０００キャリアＣ
　５００：移動装置
　５０２：プロセッサ
　５０４：記憶装置
　５０６：モデム
　５０８：キーパッド／ユーザインターフェイス
　５１０：セキュアなエレメント
　６００：サーバー
　６０２：ネットワークインターフェイス
　６０４：プロセッサ
　６０６：記憶装置
　６０８：バックエンドインターフェイス

【図１】 【図２】
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