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(57)【要約】
【課題】サービスプロバイダ（ＳＰ）トラステッドサー
ビスマネージャ（ＴＳＭ）と、安全要素（ＳＥ）との間
のインタフェースをとるためのシステム、方法、および
コンピュータプログラムを提供する。
【解決手段】移動加入者識別番号（ＭＳＩ）を含む第１
の要求が、ＳＰ　ＴＳＭから通信ネットワークを経由し
て受信される。少なくとも１つのメモリが、ＭＳＩに対
応するＳＥ識別子を含むＳＥデータについて問合せが行
われる。ＳＥデータが、通信ネットワークを経由して、
ＳＰ　ＴＳＭに伝送される。ＳＥデータに基づく第２の
要求が、ＳＰ　ＴＳＭから通信ネットワークを経由して
受信される。第２の要求に基づく、第３の要求が、移動
通信ネットワークを経由して、ＳＥデータに対応するＳ
Ｅに伝送される。移動通信ネットワークは、複数の移動
通信ネットワークから選択され、メモリから問合せが行
われたＳＥデータに基づいて決定される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービスプロバイダとセキュアストレージとの間のインタフェースをとるためのシステ
ムであって、
　少なくとも１つのメモリと、
　前記少なくとも１つのメモリに通信可能に接続されたプロセッサと
を含み、
　前記プロセッサは、前記少なくとも１つのメモリに格納されたアプリケーションコード
命令を実行したときに、
　サービスプロバイダから通信ネットワークを経由して、モバイル装置識別子を含む第１
の要求を受信する手順と、
　前記モバイル装置識別子に対応するセキュアストレージ識別子を含むセキュアストレー
ジデータについて前記少なくとも１つのメモリに問合せを行う手順と、
　前記セキュアストレージデータを、前記通信ネットワークを経由して、前記サービスプ
ロバイダに伝送する手順と、
　前記サービスプロバイダから前記通信ネットワークを経由して、前記セキュアストレー
ジデータに基づく第２の要求を受信する手順と、
　前記第２の要求に基づく第３の要求を、移動通信ネットワークを経由して、前記セキュ
アストレージデータに対応するセキュアストレージに伝送する手順と
を実行するように構成され、
　前記移動通信ネットワークは、複数の移動通信ネットワークから選択され、かつ、前記
少なくとも１つのメモリに問合せが行われた前記セキュアストレージデータに基づいて決
定される、
システム。
【請求項２】
　前記第２の要求が、前記セキュアストレージの事前パーソナライズを実行するための要
求であり、
　前記事前パーソナライズは、
　前記セキュアストレージに、１つまたは複数のセキュリティ領域を作成することと、
　前記セキュアストレージに、前記少なくとも１つのメモリに事前に格納された１つまた
は複数のアプリケーションをインストールすることと
を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第２の要求が、（１）通信の管理のための要求と、（２）１つまたは複数の所定の
スクリプトの処理のための要求と、（３）サービスのアクティブ化のための要求とのうち
の少なくとも１つを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記１つまたは複数の所定のスクリプトが、（１）アプリケーションのパーソナライズ
のためのコマンドと、（２）前記サービスプロバイダによって提供されたキーを前記セキ
ュアストレージ内のセキュリティ領域に設定するためにキーのローテーションを実行する
ためのコマンドとのうちの１つを含む、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記１つまたは複数の所定のスクリプトが、１つまたは複数のコマンドアプリケーショ
ンプロトコルデータユニットを含み、
　前記１つまたは複数のコマンドアプリケーションプロトコルデータユニットは、前記セ
キュアストレージのためのコマンドを含む、請求項３に記載のシステム。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのメモリが、複数のモバイル装置識別子および複数の対応するセキ
ュアストレージ識別子のデータベースを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
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　前記プロセッサが、前記少なくとも１つのメモリに格納されたアプリケーションコード
命令を実行したときに、
　前記少なくとも１つのメモリを使用して、前記第２の要求を検証する手順を実行するよ
うにさらに構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第１、第２、および第３の要求のうちの少なくとも１つを処理するように動作可能
なエンタープライズサービスバスをさらに含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　サービスプロバイダとセキュアストレージとの間のインタフェースをとるための方法で
あって、
　演算装置により、サービスプロバイダから通信ネットワークを経由して、演算装置識別
子を含む第１の要求を受信するステップと、
　前記演算装置により、前記演算装置識別子に対応するセキュアストレージ識別子を含む
セキュアストレージデータについて少なくとも１つのメモリに問合せを行うステップと、
　前記演算装置により、前記セキュアストレージデータを、前記通信ネットワークを経由
して、前記サービスプロバイダに伝送するステップと、
　前記演算装置により、前記サービスプロバイダから前記通信ネットワークを経由して、
前記セキュアストレージデータに基づく第２の要求を受信するステップと、
　前記演算装置により、前記第２の要求に基づく第３の要求を、移動通信ネットワークを
経由して、前記セキュアストレージデータに対応するセキュアストレージに伝送するステ
ップと
を含み、
　前記移動通信ネットワークは、前記少なくとも１つのメモリに問合せが行われた前記セ
キュアストレージデータに基づいて選択される、
方法。
【請求項１０】
　前記第２の要求が、前記セキュアストレージの事前パーソナライズを実行するための要
求であり、
　前記事前パーソナライズは、
　前記セキュアストレージに、１つまたは複数のセキュリティ領域を作成することと、
　前記セキュアストレージに、前記少なくとも１つのメモリに事前に格納された１つまた
は複数のアプリケーションをインストールすることと
を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２の要求が、（１）通信の管理のための要求と、（２）１つまたは複数の所定の
スクリプトの処理のための要求と、（３）サービスのアクティブ化のための要求とのうち
の少なくとも１つを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記１つまたは複数の所定のスクリプトが、（１）アプリケーションのパーソナライズ
のためのコマンドと、（２）前記サービスプロバイダによって提供されたキーを前記セキ
ュアストレージ内のセキュリティ領域に設定するためにキーのローテーションを実行する
ためのコマンドとのうちの１つを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記１つまたは複数の所定のスクリプトが、１つまたは複数のコマンドアプリケーショ
ンプロトコルデータユニットを含み、
　前記１つまたは複数のコマンドアプリケーションプロトコルデータユニットは、前記セ
キュアストレージのためのコマンドを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのメモリが、複数の演算装置識別子および複数の対応するセキュア
ストレージ識別子のデータベースを含む、請求項９に記載の方法。
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【請求項１５】
　前記演算装置により、前記少なくとも１つのメモリを使用して、前記第２の要求を検証
するステップをさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１、第２、および第３の要求のうちの少なくとも１つが、エンタープライズサー
ビスバスによって処理される、請求項９に記載の方法。
【請求項１７】
　サービスプロバイダとセキュアストレージとの間のインタフェースをとるためのコンピ
ュータ可読命令を含んだコンピュータプログラムであって、
　前記コンピュータ可読命令は、コンピュータによって実行されるときに、前記コンピュ
ータに、
　サービスプロバイダから通信ネットワークを経由して、モバイル装置識別子を含む第１
の要求を受信する手順と、
　前記モバイル装置識別子に対応するセキュアストレージ識別子を含むセキュアストレー
ジデータについて少なくとも１つのメモリに問合せを行う手順と、
　前記セキュアストレージデータを、前記通信ネットワークを経由して、前記サービスプ
ロバイダに伝送する手順と、
　前記サービスプロバイダから前記通信ネットワークを経由して、前記セキュアストレー
ジデータに基づく第２の要求を受信する手順と、
　前記第２の要求に基づく第３の要求を、移動通信ネットワークを経由して、前記セキュ
アストレージデータに対応するセキュアストレージに伝送する手順と
を実行させ、
　前記移動通信ネットワークは、前記少なくとも１つのメモリに問合せが行われた前記セ
キュアストレージデータに基づいて決定される、
コンピュータプログラム。
【請求項１８】
　前記第２の要求が、前記セキュアストレージの事前パーソナライズを実行するための要
求であり、
　前記事前パーソナライズは、
　前記セキュアストレージに、１つまたは複数のセキュリティ領域を作成することと、
　前記セキュアストレージに、前記少なくとも１つのメモリ上に事前に格納された１つま
たは複数のアプリケーションをインストールすることと
を含む、請求項１７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１９】
　前記第２の要求が、（１）通信の管理のための要求と、（２）１つまたは複数の所定の
スクリプトの処理のための要求と、（３）サービスのアクティブ化のための要求とのうち
の少なくとも１つを含む、請求項１７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２０】
　前記１つまたは複数の所定のスクリプトが、（１）アプリケーションのパーソナライズ
のためのコマンドと、（２）前記サービスプロバイダによって提供されたキーを前記セキ
ュアストレージ内のセキュリティ領域に設定するためにキーのローテーションを実行する
ためのコマンドとのうちの１つを含む、請求項１９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２１】
　前記１つまたは複数の所定のスクリプトが、１つまたは複数のコマンドアプリケーショ
ンプロトコルデータユニットを含み、
　前記１つまたは複数のコマンドアプリケーションプロトコルデータユニットは、前記セ
キュアストレージのためのコマンドを含む、請求項１９に記載のコンピュータプログラム
。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つのメモリが、複数のモバイル装置識別子および複数の対応するセキ
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ュアストレージ識別子のデータベースを含む、請求項１７に記載のコンピュータプログラ
ム。
【請求項２３】
　前記コンピュータ可読命令が、前記コンピュータによって実行されるときに、前記コン
ピュータに、
　前記少なくとも１つのメモリを使用して、前記第２の要求を検証する手順をさらに実行
させる、請求項１７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２４】
　前記コンピュータ可読命令が、前記コンピュータによって実行されるときに、前記コン
ピュータに、
　前記第１、第２、および第３の要求のうちの少なくとも１つを、エンタープライズサー
ビスバスを使用して処理する手順をさらに実行させる、請求項１７に記載のコンピュータ
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　〔関連出願の相互参照〕
　本願は、２０１２年９月１８日に出願された米国仮出願第６１／７０２，６５３号およ
び２０１１年１１月１日に出願された米国仮出願第６１／５５４，３９３号に対する優先
権を主張し、その内容が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、サービスプロバイダと安全要素との間のインタフェースに関し、より詳細に
は、サービスプロバイダとセキュアストレージとの間のインタフェースをとるためのシス
テム、方法、およびコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　〔関連技術〕
　サービスプロバイダ（ＳＰ）は、サービスを顧客または消費者に提供する、会社、組織
、実体、または同類のものである。サービスプロバイダの例は、小売業者、カード協会、
銀行、マーケティング会社、および交通局などの、アカウント発行実体を含む。サービス
は、支払いサービス、ギフト、値引きもしくはポイント（ｌｏｙａｌｔｙ）サービス、交
通パスサービス、および同類のものなどの、サービスプロバイダによって許可されるか、
または提供される、活動、能力、機能、作業、または使用であり得る。
【０００４】
　モバイル装置とサービスプロバイダとの間の非接触取引を伴うモバイル環境では、サー
ビスプロバイダによって発行されたアカウントおよびアプリケーションに関する情報が、
それらが非接触取引を実行するのを可能にするために、モバイル装置上にダウンロードさ
れる必要がある。
【０００５】
　トラステッドサービスマネージャ（ＴＳＭ）は、通常、サービスプロバイダに関連付け
られた非接触型アプリケーションなどのアプリケーションをモバイル装置にプロビジョニ
ングすることにより、移動体通信事業者（ＭＮＯ）およびアカウント発行サービスプロバ
イダにサービスする独立実体である。標準的なＴＳＭは、近距離無線通信（ＮＦＣ）対応
のモバイル装置内の安全要素（ＳＥ）にアクセスするので、非接触型アプリケーションを
リモートに分散および管理できる。
【０００６】
　支払いおよびアカウント認証情報を伴うものなど、セキュリティが重要なアプリケーシ
ョンは、セキュアなハードウェアストレージおよびセキュアな実行環境を必要とする。モ
バイル装置上では、これは、通常、安全要素によって処理される。
【０００７】
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　安全要素は、アプリケーションがそれにインストールされて、パーソナライズ、および
管理できるプラットフォームである。それは、認証情報のセキュアな格納、ならびに支払
い、認証、および他のサービスのためのアプリケーションの実行を可能にする、ハードウ
ェア、ソフトウェア、インタフェース、およびプロトコルから成る。
【０００８】
　安全要素は、ユニバーサル集積回路カード（ＵＩＣＣ）、埋込み安全要素、または別個
のチップもしくはセキュアデバイスなどのＮＦＣイネーブラなどの、異なるフォームファ
クタで実装され得、それは、モバイル装置上のスロットに挿入できる。通常、ＵＩＣＣは
、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）の形式であり、それは、ＭＮＯによって制御される。
埋込み安全要素は、サービスプロバイダに安全要素を電話機自体に埋め込む選択肢を与え
る。安全要素フォームファクタが実装される１つの方法は、例えば、ＧｌｏｂａｌＰｌａ
ｔｆｏｒｍカード仕様バージョン２．１．１および２．２（以下、「Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｌ
ａｔｆｏｒｍ」）で定義される。
【０００９】
　安全要素は、１つまたは複数のセキュリティ領域（ＳＤ）を含み得、その各々が、共通
の実体を信頼する（すなわち、共通のセキュリティキーまたはトークンを使用して認証ま
たは管理される）、パッケージ、アプレット、アプリケーション、および同類のものなど
の、データの集合を含む。
【００１０】
　セキュリティ領域は、サービスプロバイダと関連付けられ得、ポイント、クーポン、お
よびクレジットカードなどのサービスプロバイダプレットまたはアプリケーション、なら
びに交通アプリケーションまたはアプレットを含み得る。
【００１１】
　慣例的に、サービスプロバイダシステムは、モバイル装置上の安全要素と相互接続する
ためにＴＳＭを含み、安全要素上にセキュリティ領域を作成して、安全要素上でのアプレ
ットおよびアプリケーションのインストール、プロビジョニングおよび管理を行う。サー
ビスプロバイダは、異なるモバイル装置をもち、異なる安全要素を備え、そして、様々な
ＭＮＯによってサービスされている多数の顧客に対して、彼らのサービスを提供できる必
要がある。前述のように、安全要素は、多数のフォームファクタで実装され得、様々なセ
キュリティ領域、アプレットおよびアプリケーションを含み得るが、全ては、潜在的に極
めて多数の方法で構成される。結果として、サービスプロバイダは、大規模で、頻繁に増
加および変化する、モバイル装置、ＭＮＯ、ネットワーク、安全要素およびセキュリティ
領域の組合せに対して、適用可能なサービスおよび解決策を提供する膨大なタスクに直面
している。
【００１２】
　例えば、サービスプロバイダが顧客のモバイル装置上の安全要素に支払いアプレットを
安全にインストールするために、サービスプロバイダはまず、要求を送信し、安全要素上
で要求を処理するために、大量の情報を判断する必要がある。例えば、従来技術を使用し
ているサービスプロバイダは、安全要素情報（例えば、識別子、タイプ、プロファイル識
別子、認証レベルおよび満了）、ＭＮＯ情報（例えば、タイプ）、セキュリティ領域情報
（例えば、識別子、特権、マスターキーインデックス）、および同類のものを取得する必
要がある。この情報は、様々な異なるソース（例えば、セキュリティ領域、安全要素、モ
バイル装置、ＭＮＯ）に存在し得、従って、サービスプロバイダが、この情報全てを取り
出して、パリティをチェックすることは、困難な仕事であり、広範囲に及び処理を必要と
する。
【００１３】
　安全要素上でのアプリケーションのインストレーション、管理、およびプロビジョニン
グにおける１つの技術的な課題は、標準的なＴＳＭにおける制限に起因し、すなわち、そ
れらが、多種多様なサービスプロバイダ、ＭＮＯ、モバイル装置、ネットワーク、安全要
素およびセキュリティ領域の間の通信を処理できる、中央の仲介者（ｉｎｔｅｒｍｅｄｉ
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ａｒｙ）として機能しないことである。従って、特に、サービスプロバイダ（サービスプ
ロバイダＴＳＭを含む）と安全要素との間のインタフェースをとるために調整された、中
央ＴＳＭなどの改善されたシステムが必要である。
【００１４】
　サービスプロバイダの観点から見れば、重要なのは、顧客のモバイル装置、安全要素、
ＭＮＯ、または移動通信ネットワークに関わらず、彼らが、対象とする顧客の安全要素と
容易かつ安全に通信（すなわち、パーソナライズ、サービスのアクティブ化、スクリプト
処理の要求など）できることである。
【００１５】
　顧客の観点から見れば、重要なのは、顧客のモバイル装置、安全要素、ＭＮＯ、または
移動通信ネットワークに関わらず、サービスプロバイダのサービスが、顧客の安全要素上
でアクティブ化でき、顧客の安全要素で使用できることである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、複数のサービスプロバイダトラステッドサービスマネージャのうちの１つと
、複数の安全要素のうちの１つとの間のインタフェースをとるためのシステム、方法、お
よびコンピュータプログラム製品を提供する。
【００１７】
　一実施形態では、複数のサービスプロバイダトラステッドサービスマネージャのうちの
１つと、複数の安全要素のうちの１つとの間のインタフェースをとるためのシステムは、
少なくとも１つのメモリおよび少なくとも１つのメモリに通信的に結合されたプロセッサ
を含む。プロセッサは、サービスプロバイダトラステッドサービスマネージャから通信ネ
ットワークを経由して、移動加入者識別番号を含む第１の要求を受信する。少なくとも１
つのメモリは、移動加入者識別番号に対応する安全要素データについて問合せが行われる
。安全要素データは、安全要素識別子を含み、通信ネットワークを経由して、サービスプ
ロバイダトラステッドサービスマネージャに伝送される。安全要素データに基づく第２の
要求が、サービスプロバイダトラステッドサービスマネージャから通信ネットワークを経
由して受信され、第２の要求に基づく、第３の要求が、安全要素データに対応する安全要
素に伝送される。第３の要求は、少なくとも１つのメモリから問合せが行われた安全要素
データに基づいて、複数の移動通信ネットワークから選択された移動通信ネットワークを
経由して伝送される。
【００１８】
　別の実施形態では、複数のサービスプロバイダトラステッドサービスマネージャ（ＳＰ
　ＴＳＭ）のうちの１つと、複数の安全要素のうちの１つとの間のインタフェースをとる
ための方法は、ＳＰ　ＴＳＭおよび少なくとも１つのメモリを含む。ＳＰ　ＴＳＭは、通
信ネットワークを経由して、移動加入者識別番号を含む第１の要求を受信する。少なくと
も１つのメモリは、移動加入者識別番号に対応する安全要素識別子を含む安全要素データ
について問合せが行われる。安全要素データは、通信ネットワークを経由して、ＳＰ　Ｔ
ＳＭに伝送され、安全要素データに基づく第２の要求が、ＳＰ　ＴＳＭから通信ネットワ
ークを経由して受信される。第２の要求に基づく、第３の要求が、移動通信ネットワーク
を経由して、安全要素データに対応する安全要素に伝送される。移動通信ネットワークは
、複数の移動通信ネットワークから選択され、少なくとも１つのメモリから問合せが行わ
れた安全要素データに基づいて決定される。
【００１９】
　別の実施形態では、一連の命令がその上に格納されている、持続性コンピュータ可読媒
体であって、一連の命令は、コンピュータシステムによって実行される場合に、コンピュ
ータに：通信ネットワークを経由して、ＳＰ　ＴＳＭから移動加入者識別番号を含む第１
の要求を受信すること；移動加入者識別番号に対応する安全要素識別子を含む安全要素デ
ータについて少なくとも１つのメモリに問合せを行うこと；安全要素データをＳＰ　ＴＳ
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Ｍに通信ネットワークを経由して伝送すること；ＳＰ　ＴＳＭから通信ネットワークを経
由して、安全要素データに基づく第２の要求を受信すること；および移動通信ネットワー
クを経由して、第２の要求に基づく、第３の要求を、安全要素データに対応する安全要素
に伝送することをさせる、命令を含む。移動通信ネットワークは、複数の移動通信ネット
ワークから選択され、少なくとも１つのメモリから問合せが行われた安全要素データに基
づいて決定される。
【００２０】
　本発明のさらなる特徴および利点は、以下で説明される詳細な記述から、以下の図と併
用される場合に、さらに明らかになるであろう。
【００２１】
　本発明の特徴および利点は、以下で説明される詳細な記述から、以下の図と併用される
場合に、さらに明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】例示的な実施形態に従って、サービスプロバイダと安全要素との間でインタフェ
ースをとるためのシステムの略図である。
【図２】例示的な実施形態に従って、サービスプロバイダのトラステッドサービスマネー
ジャから安全要素に要求を送信するための順序を示すシーケンス図である。
【図３】例示的な実施形態に従って、サービスプロバイダのトラステッドサービスマネー
ジャから安全要素に複数の要求を送信するための順序を示すシーケンス図である。
【図４】例示的な実施形態に従って、サービスプロバイダのトラステッドサービスマネー
ジャから安全要素に事前パーソナライズ要求を送信するための順序を示すシーケンス図で
ある。
【図５】例示的な実施形態に従った、安全要素構成の略図である。
【図６】例示的な実施形態に従った、安全要素構成の略図である。
【図７】例示的な実施形態に従った、安全要素構成の略図である。
【図８】例示的な実施形態に従った、安全要素構成の略図である。
【図９】本発明を実施するために有用な例示的システムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　〔概要〕
　本明細書に提示する本発明の実施形態例は、サービスプロバイダと安全要素との間のイ
ンタフェースをとるためのシステム、方法、およびコンピュータプログラム製品を対象に
する。これは、便宜上に過ぎず、本発明の用途を制限することを意図していない。実際の
ところ、以下の説明を読むと、ＴＳＭ、ＭＮＯ、安全要素、モバイル装置、サービスプロ
バイダ、およびネットワークを経由して通信可能な任意の他のシステムを含む、多種多様
で、膨大な数の実体間でインタフェースをとることなど、以下の発明を代替実施形態でど
のように実施するかが、当業者には明らかであろう。
【００２４】
　一般に、本明細書に記載する例示的な実施形態は、移動加入者識別番号（ＭＳＩ）およ
び１つまたは複数の安全要素を有する１つまたは複数のサービスプロバイダシステム間で
のインタフェースを実行する。
【００２５】
　サービスプロバイダシステム（すなわち、サービスプロバイダ）は、安全要素上の対応
するセキュリティ領域および／またはアプリケーションにアクセスするか、またはそれを
制御するために、中央ＴＳＭと通信し得る。特に、サービスプロバイダは、中央ＴＳＭと
通信することにより、安全要素の事前パーソナライズ、安全要素内のセキュリティ領域上
でのサービスのパーソナライズ、または安全要素上でのサービスのアクティブ化を行い得
る。例えば、サービスプロバイダは、安全要素を事前にパーソナライズするために、要求
を中央ＴＳＭに伝送し得る。それに応じて、中央ＴＳＭは、要求があれば、一時的なセキ
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ュリティキーの伝達、および／または安全要素上でのアプリケーションのインスタンス化
を含む、少なくとも１つのサービスプロバイダセキュリティ領域の生成を含め、安全要素
を事前にパーソナライズし得る。アプリケーションのインスタンス化は、インスタンス化
されていないアプリケーションのインスタンスを作成することを含む。
【００２６】
　サービスプロバイダは、サービスをパーソナライズするための要求も中央ＴＳＭに伝送
し得る。要求は、データおよびスクリプトを含み得る。スクリプトは、安全要素内でサー
ビスプロバイダに対応するセキュリティ領域上のアプリケーションによって実行されるコ
マンドを含み得る。例えば、スクリプトは、インスタンス化されたアプリケーションのパ
ーソナライズ、対応するセキュリティ領域内でのキーのローテーション、ならびに／また
はサービスプロバイダのセキュリティ領域内でのサービスプロバイダコマンドおよび／も
しくは安全要素内のインスタンス化されたアプリケーションの実行を行うためのコマンド
を含み得る。中央ＴＳＭは、要求を受信し、要求内のスクリプトおよび／またはデータを
安全要素に安全に伝送する。その結果として、安全要素がスクリプトおよびデータを受信
して実行する。
【００２７】
　サービスプロバイダは、コマンドを安全要素上で実行してもらうために、中央ＴＳＭと
通信する。それを行うために、サービスプロバイダ（すなわち、ＳＰ　ＴＳＭ）は、要求
（例えば、安全要素を事前にパーソナライズするため）を中央ＴＳＭに送信して、ＭＳＩ
に基づき、安全要素に関する情報を取得する。中央ＴＳＭは、要求を受信し、ＭＳＩに基
づき、安全要素に関する要求された情報を取得するために、そのメモリに問合せを行う。
中央ＴＳＭが、ＭＳＩに対応する安全要素情報を取り出すと、中央ＴＳＭは、取り出され
た安全要素情報およびＭＳＩをＳＰ　ＴＳＭに伝送する。
【００２８】
　サービスプロバイダが対象とする安全要素およびその情報を識別すると、サービスプロ
バイダ（すなわち、ＳＰ　ＴＳＭ）は、中央ＴＳＭが安全要素と通信（すなわち、会話）
を確立するために、要求を中央ＴＳＭに送信する。通信を確立するための要求は、取り出
された安全要素情報および対応するＭＳＩ、ならびに、アプリケーションまたはアプレッ
ト、セキュリティ領域、サービスプロバイダからの後続の要求を処理するために使用され
るサービスおよびスクリプトに関する情報を含む。中央ＴＳＭは、要求を受信して、通信
識別子および通信の他の属性を含む応答をＳＰ　ＴＳＭに伝送する。
【００２９】
　通信が確立された後、サービスプロバイダは、通信識別子を含み、安全要素内で実行さ
れることを意図した、要求（例えば、アプリケーションのパーソナライズ）を送信する。
サービスプロバイダは、最初は、要求を中央ＴＳＭに送信する。中央ＴＳＭは要求を受信
し、要求内の情報に基づいて、安全要素との接続を確立し、要求（例えば、アプリケーシ
ョンのパーソナライズ）を処理のために安全要素に伝送する。中央ＴＳＭは、要求を、対
応する移動通信ネットワークを通じて、安全要素に伝送する。対応する移動通信ネットワ
ークは、中央ＴＳＭのメモリから取り出されるＭＮＯ情報に基づいて判断されるが、それ
は、サービスプロバイダによって（例えば、アプリケーションのパーソナライズのために
）行われた要求内の情報に基づく。要求は、サービスプロバイダからの要求に従い、要求
内の情報および確立された通信に基づいて、安全要素内で処理される。
【００３０】
　本明細書に記載する例示的な実施形態の機能により、サービスプロバイダは、要求され
る最小限の処理および情報で、様々な要求を安全要素上で処理してもらうために、中央Ｔ
ＳＭと効率的かつ楽々と通信できる。例示的な実施形態は、サービスプロバイダが要求（
例えば、サービスのアクティブ化）を安全要素上で処理してもらうために必要な時間およ
び費用要件を著しく削減する、中央ＴＳＭ配置も提供する。
【００３１】
　加えて、サービスプロバイダは、単一のソース（すなわち、中央ＴＳＭ）と通信するた
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めにＭＳＩを使用するだけで、要求を、中央ＴＳＭを経由して、安全要素に送信できる。
すなわち、サービスプロバイダは、複数の中間ソース（例えば、ＭＮＯ、ＴＳＭ）と通信
する必要なく、その要求を安全要素で処理することができる。
【００３２】
　また、サービスプロバイダ要求は、ＭＮＯ、モバイル装置タイプ、安全要素、および／
またはアプリケーションのタイプに関わらず、単一タイプの要求が中央ＴＳＭに伝達され
るように、標準化される。サービスプロバイダ要求を標準化することにより、好都合に、
複数のサービスプロバイダ要求の処理に関連した誤りおよび複雑性が削減される。さらに
、サービスプロバイダは、要求を安全要素上で処理してもらうために、アプリケーション
をインストレーションのために伝送もしくは提供する必要がないか、または、ＭＮＯ、モ
バイル装置もしくは安全要素インタフェースを提供する必要がない。代わりに、サービス
プロバイダは、１つまたは複数の標準化された要求をコマンドで中央ＴＳＭに送信できる
。結果として、要求を実行するために必要とされる処理時間およびサイズが最小限にされ
る。
【００３３】
　〔システム〕
　図１は、移動通信ネットワークを経由して、サービスプロバイダと安全要素との間でイ
ンタフェースをとるための例示的なシステム１００の略図である。図１に示すように、シ
ステム１００は、ＳＰ　ＴＳＭ　１０３－１、１０３－２、．．．、１０３－ｎ（ひとま
とめにして「１０３」）を含む。ＳＰ　ＴＳＭ　１０３の各々は、サービスプロバイダ１
０７－１、１０７－２、．．．、１０７－ｎ（ひとまとめにして「１０７」）に対応する
。各ＳＰ　ＴＳＭは、サービスプロバイダ１０７と、安全要素、ＭＮＯ、および別のタイ
プのＴＳＭ（本明細書では「中央ＴＳＭ」と呼ぶ）を含む他の実体との間で仲介者として
機能する。
【００３４】
　ＳＰ　ＴＳＭ　１０３の各々は、通信ネットワーク１０５を経由して、中央ＴＳＭ　１
０２と通信的に結合される。通信ネットワーク１０５は、仮想プライベートネットワーク
（ＶＰＮ）、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）規格を使用するネットワーク
、または同類のものであり得る。
【００３５】
　ＳＰ　ＴＳＭ　１０３の各々および中央ＴＳＭ　１０２は、セキュアソケットレイヤー
（ＳＳＬ）、トランスポート層セキュリティ（ＴＬＳ）、または同類のものなどの、セキ
ュリティプロトコルを使用することにより、これらの通信を保護もし得る。ＳＰ　ＴＳＭ
　１０３の各々は、ウェブサービスＡＰＩなどのアプリケーションプログラミングインタ
フェース（ＡＰＩ）を使用することにより、中央ＴＳＭ　１０２とも通信し得る。
【００３６】
　例示的な実施形態では、中央ＴＳＭ　１０２は、ＳＰ　ＴＳＭ　１０３と安全要素１０
６ａ－１、１０６ａ－２、．．．、１０６ａ－ｎ（ひとまとめにして「１０６ａ」）との
間で仲介者として機能するように実装されているハードウェアおよび／またはソフトウェ
アである。具体的には、中央ＴＳＭ　１０２は、ＳＰ　ＴＳＭ　１０３の各々が、例えば
、安全要素（例えば、安全要素１０６）の事前パーソナライズ、新規もしくは一時的なセ
キュリティ領域キーセットの生成およびインストール、支払いサービスのパーソナライズ
、ならびに／またはサービスのアクティブ化を要求するのを可能にする。すなわち、中央
ＴＳＭ　１０２は、ＳＰ　ＴＳＭ　１０３と安全要素１０６ａとの間の通信を管理する。
【００３７】
　中央ＴＳＭ　１０２は、従って、複数のサービスプロバイダ１０７およびＳＰ　ＴＳＭ
　１０３と、ならびに、複数の安全要素１０６ａと、複数の移動通信ネットワーク１０４
－１、１０４－２、．．．、１０４－ｎ（ひとまとめにして「１０４」）を経由して、通
信できる。
【００３８】
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　一実施形態例では、中央ＴＳＭ　１０２は、プロセッサ１０２ａおよびメモリ１０２ｂ
を含む。
【００３９】
　中央ＴＳＭ　１０２は、エンタープライズサービスバス（ＥＳＢ）（図示せず）を含み
得る。例示的な実施形態では、ＥＳＢは、実体（例えば、安全要素１０６ａ、ＳＰ　ＴＳ
Ｍ　１０３、中央ＴＳＭ　１０２）間のやりとりおよび通信を実施するためのアーキテク
チャモデルである。
【００４０】
　中央ＴＳＭ　１０２は、対応するＭＮＯによって使用および／または管理される対応す
る移動通信ネットワーク１０４を経由して、安全要素１０６ａと通信的に結合される。一
般に、移動通信ネットワーク１０４は、無線通信サービスを提供するためにＭＮＯによっ
て使用される。移動通信ネットワーク１０４は、携帯電話移動体通信ネットワーク、無線
ネットワーク、または同類のものであり得る。中央ＴＳＭ　１０２は、移動通信ネットワ
ーク１０４を経由し、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍセキュアチャネルプロトコル、Ｓ
ＳＬ、ＴＬＳ、または同類のものなどのセキュリティプロトコルを使用して、安全要素１
０６ａと通信し得る。
【００４１】
　安全要素（例えば、安全要素１０６ａ）は、図５～図８に関連して、以下でさらに詳述
される。図１に示すように、安全要素１０６ａは、それぞれ、対応するモバイル装置１０
６－１、１０６－２、および１０６－ｎ（ひとまとめにして「１０６」）と関連付けられ
る。安全要素１０６ａは、１つまたは複数のプロセッサおよび１つまたは複数のメモリに
通信的に結合され得る。
【００４２】
　安全要素（例えば、安全要素１０６ａ－１）の製造中に、安全要素は、例えば、ＭＮＯ
　ＳＤ、中央ＳＤ、お財布（ｗａｌｌｅｔ　ｃｏｍｐａｎｉｏｎ）アプレット、モバイル
お財布アプレット（ＷＣＡｐ）、近接支払いシステム環境（ＰＰＳＥ）、および支払いパ
ッケージを含む、コンテンツが事前にロードされる。ＭＮＯ　ＳＤは、ＭＮＯによって管
理されるセキュリティ領域であり、セキュリティキーおよびアプリケーションを含む。中
央ＳＤは、中央ＴＳＭ　１０２によって管理される。ＷＣＡｐは、取引を実施するために
モバイル財布によって使用され得、ＰＰＳＥは、非接触型支払い取引を行うプロセスを支
援するアプリケーションである。
【００４３】
　安全要素１０６ａは、セキュリティ領域、コード、アプレット、アプリケーション、お
よびパッケージを含み得る。パッケージは、インスタンス化されていないアプレットおよ
び／またはアプリケーションを含み得、例えば、無線（ＯＴＡ：ｏｖｅｒ－ｔｈｅ－ａｉ
ｒ）で、安全要素上にロードされ得る。安全要素上のアプレットおよび／またはアプリケ
ーションは、インスタンス化されていないか、またはインスタンス化されている形式であ
り得、インスタンス化されていないアプレットおよび／またはアプリケーションは、安全
要素の製造中に安全要素上に事前ロードされ得る。あるいは、アプレットおよび／または
アプリケーションは、例えば、安全要素が製造された後（例えば、安全要素のユーザーへ
の配達時に）、ＯＴＡで、ロードされ得る。アプレットおよび／またはアプリケーション
は、汎用または非汎用であり得る。非汎用アプレットならびに／またはアプリケーション
は、クーポンおよびポイントアプリケーション、ならびに／または複数のサービスプロバ
イダに対して汎用ではない任意のアプリケーションを含み得る。すなわち、非汎用アプリ
ケーションは、単一のサービスプロバイダに対応し得る。非汎用アプリケーションで使用
され得、かつ／または非汎用アプリケーションに関連付けられ得るデータ（例えば、値引
き、クーポン）は、安全要素内、または安全要素の外部のメモリ（例えば、モバイル装置
の不揮発性メモリ）内に格納され得る。
【００４４】
　汎用アプレットおよび／またはアプリケーションは、インスタンス化されると、複数の
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サービスプロバイダによって使用できる、アプレットおよび／またはアプリケーションを
含み得る。例えば、支払いネットワーク（例えば、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ（登録商標））
の汎用アプリケーションは、中央ＴＳＭにより、複数のサービスプロバイダに対してイン
スタンス化され得、従って、２つ以上のサービスプロバイダによって使用され得る。
【００４５】
　インスタンス化されていないアプレットおよび／またはアプリケーションを含むパッケ
ージは、中央ＴＳＭおよび／または中央ＳＤを制御する単一の実体によって所有または制
御され得る。インスタンス化されていないアプレットおよび／またはアプリケーションは
、安全要素上に中央ＳＤの下で（すなわち、直接関連付けられて）作成され得、中央ＳＤ
を使用する中央ＴＳＭによって安全要素上で排他的に管理され得る。特に、中央ＳＤは、
ＷＣＡｐ、ＰＰＳＥ、パッケージ、およびＳＰ　ＳＤへの排他的なアクセスを維持する。
しかし、サービスプロバイダは、例えば、セキュリティキーのローテーション（すなわち
、交換）を行うために、中央ＴＳＭに要求を伝送し得る。ＳＰ　ＳＤのセキュリティキー
がローテーションされた後、対応するサービスプロバイダは、対応するＳＰ　ＳＤ上でコ
マンドを実行するために、中央ＴＳＭに要求を継続して送信できる。キーのローテーショ
ン後、中央ＴＳＭは、ＳＰ　ＳＤへの制限されたアクセスを有する。特に、中央ＴＳＭは
、例えば、ＳＰ　ＳＤの下で、アプリケーションの実行の停止、またはアプリケーション
のインスタンス化を行うことができるが、ＳＰ　ＳＤのセキュリティキーまたはパーソナ
ライズされたコンテンツにアクセスし得ない。
【００４６】
　インスタンス化されていないアプレットまたはアプリケーションの排他的な所有権、制
御、および／または管理は、単一の実体が、アプレットおよび／またはアプリケーション
を効果的かつコスト効率よく監視することを可能にする。さらに、排他的な所有権、制御
、および／または管理は、安全性を向上させて、安全要素上で異なるアプレットおよび／
またはアプリケーションをロードおよび制御する複数のサービスプロバイダによって生じ
る複雑性を最小限にする。例えば、サービスプロバイダは、安全要素上で独立したアプレ
ットおよび／またはアプリケーションを認証およびインストールする代わりに、インスタ
ンス化されていないアプレットおよび／またはアプリケーションのインスタンスを利用し
得る。
【００４７】
　加えて、インスタンス化されていないアプレットおよび／またはアプリケーションは、
インスタンス化され得、各インスタンスは、次いで、対応するセキュリティ領域に引き渡
され得る。インスタンス化は、インスタンスがそれに対して作成されている実体に対応す
るデータを使用して、アプレットおよび／またはアプリケーションのパーソナライズを行
うことを含み得る。
【００４８】
　例えば、インスタンス化されていないアプレットまたはアプリケーションの複数のイン
スタンスが、異なる実体（例えば、サービスプロバイダ）に対して作成され得、各インス
タンスは、異なる実体による使用のために異なるセキュリティ領域に引き渡され得る。
【００４９】
　安全要素上のアプレットまたはアプリケーションは、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ
、Ｅｕｒｏｐａｙ、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ（登録商標）、Ｖｉｓａ（登録商標）（ＥＭＶ
Ｃｏ．）、ＭＮＯ、および支払いネットワーク（例えば、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ（登録商
標）、Ｖｉｓａ（登録商標）、Ｄｉｓｃｏｖｅｒ（登録商標）、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｅｘ
ｐｒｅｓｓ（登録商標））によって確立される要件に従って機能し得る。アプレットまた
はアプリケーションは、例えば、ｅｘｐｒｅｓｓｐａｙ（商標）、ｐａｙＷａｖｅ（商標
）、ＰａｙＰａｓｓ（商標）、Ｚｉｐ（商標）、および同類のものであり得る。
【００５０】
　例えば、ＳＰ　ＴＳＭ　１０３－１は、通信ネットワーク１０５を経由して、要求を中
央ＴＳＭ　１０２に送信し、中央ＴＳＭ　１０２は、通信ネットワーク１０５を経由して
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、応答をＳＰ　ＴＳＭ　１０３－１に送信して戻す。ＳＰ　ＴＳＭ　１０３－１は、安全
要素１０６ａ－１を対象として、要求を、通信ネットワーク１０５を経由して、中央ＴＳ
Ｍ　１０２に送信する。次いで、中央ＴＳＭ　１０２は、その要求を、それぞれの移動通
信ネットワーク１０４－１を経由して、安全要素１０６ａに送信する。
【００５１】
　代替実施形態では、中央ＴＳＭ　１０２は、操作を実行するためにＥＳＢを含んで、利
用することができる。
【００５２】
　代替実施形態では、複数のサービスプロバイダは、ＳＰ　ＴＳＭ　１０３のうちの１つ
を共有する。
【００５３】
　さらなる代替実施形態では、メモリ１０２ｂは、データベースであり得る。
【００５４】
　別の代替実施形態では、複数の移動通信ネットワークが複数のＳＰ　ＴＳＭと通信する
。
【００５５】
　〔プロセス〕
　Ａ．要求をサービスプロバイダＴＳＭから安全要素に伝達する
　図２は、例示的な実施形態に従って、要求を、ＳＰ　ＴＳＭ　２０３（例えば、図１、
ＳＰ　ＴＳＭ　１０３－１）から安全要素２０１（例えば、図１、ＳＥ　１０６ａ）に送
信するためのシーケンス図２００を示す。要求は、例えば、スクリプトを処理するか、通
信を管理するか、またはサービスをアクティブ化するための、安全要素２０１に対する要
求であり得る。これらのタイプの要求は、図２および図３に関連して、以下でさらに詳細
に説明する。
【００５６】
　図２に示すように、ステップ２５０で、ＳＰ　ＴＳＭ　２０３は、要求（要求ｘ）を中
央ＴＳＭ　２０２に通信ネットワーク（例えば、図１、通信ネットワーク１０５）を経由
して伝送する。この要求は、要求に含まれる移動加入者識別番号（ＭＳＩ）に基づいて、
安全要素識別子を含む安全要素データを取り出すための要求であり得る。
【００５７】
　安全要素識別子は、安全要素２０１に書き込まれる一意の数または文字のセットであり
、安全要素２０１を識別するために使用され得る。安全要素識別子は、カードイメージ番
号（ＣＩＮ）などの、安全要素を識別するために使用されるタイプの識別子も含み得、そ
れは、安全要素を識別して、そのパーソナライズ中に安全要素に書き込まれる、一意の数
である。
【００５８】
　安全要素データは、安全要素２０１の属性である。安全要素データは、安全要素２０１
に関連した以下の情報を含み得る：安全要素識別子；安全要素２０１に関連付けられたＭ
ＮＯの名前；ＳＰ　ＴＳＭ　２０３に関連付けられたサービスプロバイダに対するサービ
スプロバイダデータ；安全要素２０１内のサービスプロバイダのセキュリティ領域に対す
るキーを含むマスターキーインデックス；プロファイル識別子；安全要素タイプ；規格の
バージョン（例えば、ＧｌｏｂａｌＰｌａｔｆｏｒｍ、Ｊａｖａ（登録商標）Ｃａｒｄ）
；認証レベルおよび満了日時。
【００５９】
　ＭＳＩは、ＭＮＯに関連付けられたモバイル装置の移動加入者を識別するために使用さ
れる一意の番号である。ＭＳＩは、移動加入者に関連付けられたＭＮＯの名前、ならびに
、モバイル装置番号（ＭＤＮ）などの、モバイル装置の移動加入者を識別するために使用
される識別子のタイプも含み得るが、それは、一般に、サービスの特定の回線に関連付け
られた電話番号である。
【００６０】
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　中央ＴＳＭ　２０２は、ステップ２５２で、ＭＳＩを含む、要求（要求ｘ）を受信し、
そのメモリに問合せを行う（メモリの問合せ）。メモリは、１つまたは複数のＭＳＩなら
びに１つまたは複数の対応する安全要素識別子および安全要素データを含むデータベース
であり得る。メモリは、安全要素識別子の各々に対応するＭＮＯデータも含み得る。ＭＮ
Ｏデータは、安全要素が関連付けられているＭＮＯを識別するために使用される情報であ
り得、安全要素と通信するために使用される適切な移動通信ネットワークを選択するため
に使用され得る。問合せは、ＭＳＩに対応する安全要素識別子を含む、安全要素データを
メモリから取り出すための要求である。
【００６１】
　ＭＳＩに対応する安全要素データを取り出すと、中央ＴＳＭ　２０２は、ステップ２５
４で、ＳＰ　ＴＳＭ　２０３に、通信ネットワークを経由して、安全要素識別子を含むそ
のデータベースに格納されていた取り出された安全要素データを伝送する（応答）。中央
ＴＳＭ　２０２は、ＳＰ　ＴＳＭ　２０７に、（応答）要求に含まれていた対応するＭＳ
Ｉも伝送する。このように、ＳＰ　ＴＳＭ　２０３は、安全要素２０１の識別を判断し、
それに対して要求を送信するであろう。
【００６２】
　ＳＰ　ＴＳＭ　２０３は、ステップ２５６で、中央ＴＳＭ　２０２から受信した安全要
素データを使用して、要求（要求ｙ）を中央ＴＳＭ　２０２に伝送する。中央ＴＳＭ　２
０２は、ＳＰ　ＴＳＭ　２０３が要求をそれに対してアドレス指定している、安全要素２
０１の安全要素識別子を含む、この要求（要求ｙ）を受信する。
【００６３】
　この要求（要求ｙ）は、安全要素２０１に対して：通信の管理、１つもしくは複数のス
クリプトの処理、またはサービスのアクティブ化をおこなうための、１つもしくは複数の
要求を含み得る。例えば、要求は、安全要素に、例えば、パーソナライズ、キーのローテ
ーション、ならびに図３および図４に関連して以下で説明する他の処理を実行するように
指示するために使用され得る。
【００６４】
　中央ＴＳＭ　２０２は、移動通信ネットワーク（例えば、図１、移動通信ネットワーク
１０４－１）を、要求（要求ｙ）内の安全要素データに対応するメモリ内のＭＮＯデータ
に基づいて、複数の移動通信ネットワークから決定する。移動通信ネットワークを決定す
ると、中央ＴＳＭ　２０２は、ステップ２５８で、以前の要求（要求ｙ）に基づく、要求
（要求ｚ）を、移動通信ネットワークを経由して、安全要素２０１に伝送する。このよう
にして、安全要素２０１は、ステップ２６０で、要求を処理し得る（要求の処理）。
【００６５】
　代替実施形態では、安全要素２０１は、ＳＰ　ＴＳＭ　２０３からの要求を完了または
処理した後、中央ＴＳＭ　２０２に、移動通信ネットワークを経由して、応答を伝送し得
る。応答は、例えば、要求の処理が成功したか、または失敗したかを示す情報を含み得る
。
【００６６】
　代替実施形態では、安全要素データは、安全要素識別子を含まない可能性がある。かか
る場合、ＳＰ　ＴＳＭ　２０３は、安全要素識別子（ＭＳＩに基づく）および安全要素デ
ータを別に要求し得、中央ＴＳＭ　２０２は、安全要素識別子および安全要素データをＳ
Ｐ　ＴＳＭ　２０３に対する別個の応答で提供し得る。
【００６７】
　代替実施形態では、ＳＰ　ＴＳＭ　２０３は最初に、中央ＴＳＭ　２０２に、必要なら
ば（すなわち、ＳＰ　ＴＳＭ　２０３に対応する１つまたは複数のセキュリティ領域が作
成されていない場合）、安全要素２０１上に１つまたは複数のセキュリティ領域を作成す
ることを含め、安全要素２０１を事前プロビジョニングするための要求を伝送し得る。一
旦、１つまたは複数のセキュリティ領域が作成されると、ＳＰ　ＴＳＭ　２０３は、例え
ば、インスタンス化されていないアプリケーションをインスタンス化する要求を含む、後
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続の要求を中央ＴＳＭ　２０２に送信できる。その結果として、中央ＴＳＭ　２０２は、
インスタンス化されたアプリケーション（すなわち、インスタンス）を対応するセキュリ
ティ領域（例えば、中央ＳＤ、ＳＰ　ＳＤ）に引き渡す。
【００６８】
　代替実施形態では、中央ＴＳＭ　２０２は、ＥＳＢを含み、ＥＳＢを利用して、例えば
、スクリプトの処理、通信の管理、またはサービスのアクティブ化を含む、要求を処理す
る。
【００６９】
　Ｂ．複数のサービスプロバイダＴＳＭ要求を安全要素に伝達する
　図３は、例示的な実施形態に従って、複数の要求をＳＰ　ＴＳＭ　３０３（例えば、図
１、ＳＰ　ＴＳＭ　１０３－１）から安全要素３０１（例えば、図１、ＳＥ　１０６ａ－
１）に送信するためのシーケンス図３００を示す。
【００７０】
　図３では、ステップ３５２で、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３が、安全要素識別子を取得するた
めの要求を含む、要求（ＳＥ識別子の要求）を、通信ネットワーク（例えば、図１、通信
ネットワーク１０５）を経由して、中央ＴＳＭ　３０２に伝送する。要求（ＳＥ識別子の
要求）は、ＭＳＩを含み、それは、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３が要求を送信したい安全要素３
０１に関連付けられている。ステップ３５４で、中央ＴＳＭ　３０２は、ＭＳＩを使用し
て、問合せ（メモリの問合せ）を実行し、要求内に含まれるＭＳＩに対応する安全要素識
別子を取り出す。ステップ３５６で、中央ＴＳＭ　３０２は、（ＳＥ識別子の要求に対す
る応答）取り出された安全要素識別子をＳＰ　ＴＳＭ　３０３に通信ネットワークを経由
して伝送する。
【００７１】
　一旦、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３が安全要素識別子を受信すると、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３は
、ステップ３５８で、安全要素３０１に関連付けられた安全要素データを取得するための
要求（図２に関連して上でさらに詳述したように）を含む、要求（ＳＥデータの要求）を
、通信ネットワークを経由して、中央ＴＳＭ　３０２に伝送する。この要求（ＳＥデータ
の要求）は、安全要素識別子（中央ＴＳＭ　３０２から受信した）および対応するＭＳＩ
を含む。ステップ３６０で、中央ＴＳＭ　３０２は、安全要素識別子および対応するＭＳ
Ｉを使用して、問合せ（メモリの問合せ）を実行し、安全要素識別子に対応する安全要素
データを取り出す。ステップ３６２で、中央ＴＳＭ　３０２は、（ＳＥデータの要求に対
する応答）取り出された安全要素データをＳＰ　ＴＳＭ　３０３に通信ネットワークを経
由して伝送する。
【００７２】
　ステップ３６４で、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３は、続いて、受信した安全要素識別子および
データに基づき、中央ＴＳＭ　３０２への通信を管理するために、要求（通信管理（開始
）の要求）を伝送する。
【００７３】
　１．通信の管理
　一般に、通信を管理するための要求は、通信を開始するための要求または通信を終了す
るための要求を含み得る。例示的な実施形態では、通信は、第１の装置（例えば、ＳＰ　
ＴＳＭ　３０３、中央ＴＳＭ　３０２）から第２の装置（例えば、安全要素３０１）への
、第１の装置が第２の装置と無線（ＯＴＡ）の通信または操作を実行するつもりであると
いう通知である。
【００７４】
　図３に示すように、ステップ３６４で、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３は、通信を確立するため
の要求（通信管理（開始）の要求）を、通信ネットワークを経由して、中央ＴＳＭ　３０
２に伝送し、そのため、通信パラメータおよび識別子が確立できる。そうすることにより
、中央ＴＳＭ　３０２に、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３が安全要素３０１上での操作の実行を要
求することを通知する。この操作は、例えば、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３によって要求された
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スクリプトの実行、または安全要素３０１上でのサービスのアクティブ化であり得る。
【００７５】
　ステップ３６４で、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３により中央ＴＳＭ　３０２に伝送された通信
要求（通信管理（開始）の要求）は、次の属性を含み得る：安全要素識別子、ＭＳＩ、サ
ービス識別子、サービス修飾子、対象アプリケーションの識別子、ＯＴＡ通信中に実行さ
れるスクリプトの形式およびサイズ、ならびに要求された操作（例えば、キーのローテー
ション、パーソナライズ）。「要求された操作」属性は、その操作の進捗を追跡するため
に中央ＴＳＭ　３０２によって使用される。
【００７６】
　サービス識別子は、サービス識別子番号およびバージョンを含み得、それは、サービス
の一般的定義を識別するために使用される。サービス修飾子は、サービスプロバイダ名お
よび支払いアカウント参照番号（ＰＲＮ）を含む。
【００７７】
　サービス修飾子は、通信中に、コマンドを含む、要求を使用して作用（例えば、インス
トール、ロック、ロック解除、削除）されるサービス（すなわち、サービス識別子に対応
するサービス）の特定のインスタンスを識別するために使用される。
【００７８】
　ＰＲＮは、サービスに関連付けられた認証情報またはカード（例えば、支払いカード）
を識別するための一意の数である。
【００７９】
　図３に示すように、要求（通信管理（開始）の要求）を受信した後、中央ＴＳＭ　３０
２は、ステップ３６６で、応答（通信管理（開始）の要求に対する応答）をＳＰ　ＴＳＭ
　３０３に、通信ネットワークを経由して伝送する。この応答は、次の属性を含み得る：
通信識別子、ＯＴＡベアラ（ｂｅａｒｅｒ）（すなわち、要求の伝送を担当する実体）、
一操作内で要求されるスクリプトの最大数およびサイズ、スクリプト形式、および通信の
許容される長さ。
【００８０】
　図３にさらに示すように、ステップ３７４および３８８で、１つまたは複数のスクリプ
トが処理された後（以下でさらに詳細に説明する）、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３は、通信（す
なわち、通信識別子に対応する通信）を終了するための要求（通信管理（終了）の要求）
を中央ＴＳＭ　３０２に、通信ネットワークを経由して伝送する。この要求は、ＳＰ　Ｔ
ＳＭ　３０３によって以前に受信された通信識別子、ならびに操作の状態（例えば、失敗
したか、または成功したか）を含み得る。それを行うことで、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３は、
通信識別子に対応する通信が、もはや使用される予定がないことを示し、その通信はもは
や使用され得ない。ステップ３７６および３９０で、中央ＴＳＭ　３０２は、操作の状態
（例えば、失敗したか、または成功したか）を示す、応答（通信管理（終了）の要求に対
する応答）をＳＰ　ＴＳＭ　３０３に、通信ネットワークを経由して送信する。
【００８１】
　図３に示すように、通信がオープンされている間に（すなわち、通信が開始されていて
、終了されていない）、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３は、１つまたは複数のスクリプトを処理す
るために、要求を中央ＴＳＭ　３０２に送信する。
【００８２】
　２．１つまたは複数のスクリプトの処理
　一般に、１つまたは複数のスクリプトを処理するための要求は、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３
が、中央ＴＳＭ　３０２を使用して、安全要素３０１に向けられ、安全要素３０１上で実
行されるための、１組のコマンドアプリケーションプロトコルデータユニット（ＡＰＤＵ
）の送信を要求することを可能にする。この要求は、例えば、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｌａｔｆ
ｏｒｍメッセージング規格に基づき得、例えば、アプリケーションのパーソナライズ、キ
ーのローテーション、および／または事後パーソナライズ（ｐｏｓｔ－ｐｅｒｓｏｎａｌ
ｉｚａｔｉｏｎ）を要求するために使用され得る。処理のために安全要素に送信できるコ
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マンドのリストが、図５～図８に関連して以下で説明される。
【００８３】
　各スクリプトまたはコマンドＡＰＤＵは、安全要素上に事前に格納されている（すなわ
ち、製造中にロードされた）データに基づくか、またはそのデータを使用して、操作を実
行するために使用され得る。このデータは、例えば、コード、アプレットまたはアプリケ
ーションを含み得る。スクリプトおよび／またはＡＰＤＵコマンドを使用して、ＳＰ　Ｔ
ＳＭ　３０３は、中央ＴＳＭ　３０２が、例えば、安全要素３０１上のインスタンス化さ
れていないアプリケーションをインスタンス化して、そのインスタンスを安全要素３０１
上の対応するセキュリティ領域に引き渡すことを要求し得る。
【００８４】
　例示的な実施形態では、アプリケーションのパーソナライズは、安全要素内のセキュリ
ティ領域上のアプリケーションへのデータの挿入またはアップロードである。すなわち、
サービスプロバイダは、アカウントおよび顧客データを含む、極秘データを、顧客のモバ
イル装置内の安全要素上のアプリケーションに挿入またはアップロードし得る。さらに具
体的に言うと、ＳＰ　ＴＳＭは、コマンドおよびデータを含む、アプリケーションをパー
ソナライズするための要求を、中央ＴＳＭに伝送し得る。中央ＴＳＭは、次いで、顧客に
関連付けられた安全要素上のアプリケーションをパーソナライズするために、要求を、Ｓ
Ｐ　ＴＳＭから受信した要求に基づいて、安全要素に送信し得る。
【００８５】
　例示的な実施形態では、キーのローテーションは、サービスプロバイダによって提供さ
れたデジタルキー（すなわち、暗号化アルゴリズムの作業を取り消すアルゴリズム）を、
安全要素内のセキュリティ領域内に設定または挿入するという概念である。
【００８６】
　例示的な実施形態では、事後パーソナライズは、コマンドＡＰＤＵを含む要求を、安全
要素に中央ＴＳＭを経由して送信するという概念である。特に、事後パーソナライズ要求
は、パーソナライズが実行された後、未処理のコマンドを実行するために、サービスプロ
バイダによって送信される。
【００８７】
　１つまたは複数のスクリプトを処理するための要求は、通信識別子（前述のとおり）お
よび、セキュリティ領域に関連して、安全要素３０１に送信されて安全要素３０１内で実
行されるコマンドＡＰＤＵのリストを含み得る。すなわち、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３は、確
立された通信（およびそこで定義された属性）を使用して、特定および対応するアプリケ
ーションまたはインスタンス化されていないアプリケーションに関して実行される、コマ
ンドのリストを、安全要素３０１に送信する。
【００８８】
　コマンドＡＰＤＵの例は：「キーの削除（Ｄｅｌｅｔｅ　Ｋｅｙ）」、「データの取得
（Ｇｅｔ　Ｄａｔａ）」、「状態の取得（Ｇｅｔ　Ｓｔａｔｕｓ）」、「キーの書込み（
Ｐｕｔ　Ｋｅｙ）」、「選択（Ｓｅｌｅｃｔ）」、「状態の設定（Ｓｅｔ　Ｓｔａｔｕｓ
）」、「データの格納（Ｓｔｏｒｅ　Ｄａｔａ）」、および「インストール（Ｉｎｓｔａ
ｌｌ）」を含む。これらのコマンドＡＰＤＵは、アプリケーションおよびアプリケーショ
ンデータの取り出し、アプリケーションの選択、アプリケーションのロックおよびロック
解除、アプリケーションのパーソナライズ、インスタンス化されていないアプリケーショ
ンのインスタンス化、インスタンス化されたアプリケーションの対応するＳＰ　ＳＤへの
引渡し、ならびにセキュリティ領域キーの更新および削除を行うために使用され得る。コ
マンドＡＰＤＵは、図５～図８に関連して、以下でさらに詳細に説明する。
【００８９】
　図３に示すように、ステップ３６８で、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３は、スクリプトを処理す
るための要求（スクリプト処理（キーのローテーション）の要求）を中央ＴＳＭ　３０２
に、通信ネットワークを経由して伝送し得る。特に、この要求は、通信識別子を含み、そ
れは、その要求を伝送するために使用される通信を確立する。この要求は、安全要素３０
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１内のセキュリティ領域上でキーのローテーションを実行するコマンド（すなわち、コマ
ンドＡＰＤＵ）も含む。それに応じて、ステップ３７２で、中央ＴＳＭ　３０２は、応答
ＡＰＤＵのリストおよび実行が失敗したコマンドＡＰＤＵのリストを含む、応答（スクリ
プト処理（キーのローテーション）の要求に対する応答）を、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３に伝
送する。
【００９０】
　図３にさらに示すように、キーのローテーションを実行するための要求がステップ３７
０で処理された後、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３は、ステップ３７４で要求（通信管理（終了）
の要求）を送信することにより、以前に開始された通信の終了を中央ＴＳＭ　３０２に要
求する。ステップ３７６で、中央ＴＳＭは、応答（通信管理（終了）の要求に対する応答
）をＳＰ　ＴＳＭ　３０３に伝送する。その結果として、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３は、ステ
ップ３７８で、要求（通信管理（開始）の要求）を伝送することにより、後続の通信の起
動（すなわち開始）を要求し、ステップ３８０で、中央ＴＳＭ　３０２からの応答（通信
管理（開始）の要求に対する応答）内で、対応する通信識別子を取得する。ステップ３８
０で取得された通信および通信識別子を使用して、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３は、ステップ３
８２で、スクリプトを処理するための追加の要求（スクリプト処理（アプリケーションの
パーソナライズ）の要求）を中央ＴＳＭ　３０２に、通信ネットワークを経由して伝送す
る。特に、この要求は、その要求を伝送するために使用される通信をオープンする、通信
識別子、および安全要素３０１内のセキュリティ領域上でアプリケーションのパーソナラ
イズを実行するコマンド（すなわち、コマンドＡＰＤＵ）のリストを含む。ステップ３８
４で、この要求が処理される（アプリケーションのパーソナライズ）。それに応じて、ス
テップ３８６で、中央ＴＳＭ　３０２は、応答ＡＰＤＵのリストおよび実行が失敗したコ
マンドＡＰＤＵのリストを含む、応答（スクリプト処理（アプリケーションのパーソナラ
イズ）の要求に対する応答）を、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３に伝送する。ステップ３８８で、
ＳＰ　ＴＳＭ　３０３は、通信を終了するために、要求（通信管理（終了）の要求）を中
央ＴＳＭ　３０２に伝送する。ステップ３９０で、中央ＴＳＭ　３０２は、応答（通信管
理（終了）の要求に対する応答）を伝送する。
【００９１】
　代替実施形態では、キーのローテーションを実行するための要求およびアプリケーショ
ンのパーソナライズを実行するための要求は、単一の要求で、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３から
中央ＴＳＭ　３０２に伝送される。
【００９２】
　別の代替実施形態では、複数の操作が単一の通信の間に実行される。
【００９３】
　３．サービスのアクティブ化
　図３に示すように、ステップ３９２で、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３は、サービス（例えば、
支払いサービス）をアクティブ化するために、要求（サービスのアクティブ化の要求）を
中央ＴＳＭ　３０２に、通信ネットワークを経由して伝送する。
【００９４】
　一般に、サービスをアクティブ化するための要求は、サービスプロバイダのサービスを
アクティブ化して、そのサービスに関連付けられたアプリケーションを特定の安全要素上
で選択可能にするために使用される。この要求は、次の属性を含み得る：安全要素識別子
、ＭＳＩ、サービス識別子、およびサービス修飾子。サービス識別子およびサービス修飾
子は、安全要素３０１上でアクティブ化されるサービスの汎用および特定のインスタンス
を識別するために使用され得る。
【００９５】
　中央ＴＳＭ　３０２は、サービスをアクティブ化するための要求を受信し、その要求を
ステップ３９４で、要求で提供された情報を使用して処理する。中央ＴＳＭ　３０２は、
ステップ３９６で、要求の実行状態（すなわち、実行が失敗したか、または成功したか）
を示す情報を含む、要求に対する応答（サービスのアクティブ化の要求に対する応答）を
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ＳＰ　ＴＳＭ　３０３に伝送する。
【００９６】
　代替実施形態では、サービスをアクティブ化するための要求ならびにキーのローテーシ
ョンおよび／またはアプリケーションのパーソナライズを実行するための要求は、単一の
要求で、ＳＰ　ＴＳＭ　３０３から中央ＴＳＭ　３０２に伝送される。
【００９７】
　代替実施形態では、中央ＴＳＭ　３０２は、ＥＳＢを含み、ＥＳＢを利用して、例えば
、スクリプトの処理、通信の管理、またはサービスのアクティブ化を含む、要求を処理す
る。
【００９８】
　Ｃ．事前パーソナライズ要求をＳＰ　ＴＳＭから安全要素に伝送する
　図４は、事前パーソナライズのための要求を、ＳＰ　ＴＳＭ　４０３（例えば、図１、
ＳＰ　ＴＳＭ　１０３－１）から安全要素４０１（例えば、図１、ＳＥ　１０６ａ－１）
に伝送するための例示的なシーケンス図４００を示す。
【００９９】
　図４では、ステップ４５２で、ＳＰ　ＴＳＭ　４０３は、安全要素識別子を含む安全要
素データを取得するために、要求（ＳＥデータの要求）を、通信ネットワーク（例えば、
図１、通信ネットワーク１０５）を経由して、中央ＴＳＭ　４０２に伝送する。要求はＭ
ＳＩを含む。
【０１００】
　要求を受信すると、中央ＴＳＭ　４０２は、ステップ４５４で、要求（ＳＥデータの要
求）に含まれるＭＳＩに基づいて、安全要素識別子を含む安全要素データについてメモリ
に問合せを行う（メモリの問合せ）。一旦、安全要素データが取り出されると、中央ＴＳ
Ｍ　４０２は、ステップ４５６で、安全要素データを含む応答（ＳＥデータの要求に対す
る応答）をＳＰ　ＴＳＭ　４０３に伝送する。
【０１０１】
　図４に示すように、ステップ４５８で、ＳＰ　ＴＳＭ　４０３は、事前パーソナライズ
要求（事前パーソナライズの要求）を中央ＴＳＭ　４０２に、通信ネットワークを経由し
て伝送する。この要求は、事前パーソナライズが要求されているサービス（およびその対
応するアプリケーション）を識別するための属性、ならびに事前パーソナライズ要求を実
行するためのコマンドを含み得る。とりわけ、要求は、安全要素上にインストールされる
サービスのアプリケーションは含まない。
【０１０２】
　実施形態例では、事前パーソナライズは、セキュリティ領域の作成、１つまたは複数の
インスタンス化されていないアプリケーションのインスタンス化、およびインスタンスの
セキュリティ領域への引渡しを含む。事前パーソナライズは、セキュリティ領域およびア
プリケーションが安全要素上に既に存在しているかどうかの判断、技術的適格性チェック
の実行、ならびにアプリケーションのロードおよびインストールも含み得る。
【０１０３】
　中央ＴＳＭ　４０２は、事前パーソナライズ要求を受信し、この要求に基づき、ステッ
プ４６０で、セキュリティ領域を作成する（図５～図８に関連して以下でさらに詳述する
）ために、要求（セキュリティ領域作成の要求）を安全要素４０１に伝送する。安全要素
４０１上でセキュリティ領域が作成されると、中央ＴＳＭ　４０２は、ステップ４６２で
、サービスプロバイダのサービスに関連付けられた１つまたは複数のアプリケーションを
インストールするために、要求（アプリケーションのインストールの要求）を安全要素４
０１に伝送する。
【０１０４】
　中央ＴＳＭ　４０２は、要求を安全要素４０１に伝送した後、ステップ４６４で、ＳＰ
　ＴＳＭ　４０３によって要求された事前パーソナライズが失敗したか、または成功した
かを示す、事前パーソナライズ応答（事前パーソナライズの要求に対する応答）をＳＰ　
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ＴＳＭ　４０３に伝送する。
【０１０５】
　安全要素４０１は、各要求が処理された後、応答を各要求にも伝送し得る。
【０１０６】
　中央ＴＳＭ　４０２は、安全要素上に、アプリケーションがインストールされているか
どうか、かつ／またはセキュリティ領域が作成されているかどうかも判断し得る。
【０１０７】
　ＳＰ　ＴＳＭ　４０３は、中央ＴＳＭ　４０２に、エンタープライズサービスバス（Ｅ
ＳＢ）を経由して伝送される。
【０１０８】
　代替実施形態では、中央ＴＳＭ　４０２は、ＥＳＢを含み、ＥＳＢを利用して、例えば
、スクリプトの処理、通信の管理、またはサービスのアクティブ化を含む、要求を処理す
る。
【０１０９】
　Ｄ．埋込み安全要素構成
　図５は、例示的な実施形態に従った、安全要素構成５００を示す。図５に示すように、
安全要素構成５００は、安全要素５０１、中央ＴＳＭ　５０２、およびＳＰ　ＴＳＭ　５
０３を含む。安全要素５０１は、中央セキュリティ領域（ＳＤ）５０４、ＳＰ　ＳＤ　５
０５およびＳＰ　ＳＤ　５０６を含む。安全要素５０１は、埋込み安全要素として、また
は別個のチップもしくはセキュアデバイスなどのＮＦＣイネーブラとして実装される。
【０１１０】
　中央ＳＤ　５０４は、アプレット（例えば、アプレット５０５－１および５０６－１）
のインスタンス化を含め、安全要素５０１上でコンテンツ管理操作を実行し得る。すなわ
ち、アプレット５０５－１および５０６－１は、アプリケーション（すなわち、インスタ
ンス化されていないアプリケーション）のインスタンスである。特に、中央ＳＤ　５０４
は、アプリケーション（例えば、アプレット５０５－１および５０６－１）を安全に管理
して、ＳＰ　ＳＤを作成し、安全要素内のアプレットまたはアプリケーションについて管
理操作を実行し得る。
【０１１１】
　ＳＰ　ＳＤ　５０５および５０６の各々は、それぞれ、アプレットインスタンス５０５
－１および５０６－１に関連付けられ、ＳＰ　ＳＤ　５０５および５０６は、セキュアチ
ャネルの確立において、ならびにアプレットのパーソナライズ処理において、それらそれ
ぞれのアプレットを支援する。アプレットインスタンス５０５－１および５０６－１は、
インスタンス化されていないアプレットまたはアプリケーションのインスタンス化によっ
て作成され得る。アプレットインスタンス（例えば、アプレット５０５－１および５０６
－１）は、中央ＳＤ　５０４の下で（すなわち、関連付けられて）作成され、適切な場合
は、アプレットインスタンスが、それらそれぞれのＳＰ　ＳＤに引き渡される（すなわち
、配信される）（例えば、アプレット５０５－１がそのそれぞれのＳＤ、ＳＰ　ＳＤ　５
０５に引き渡される）。インスタンスが引き渡されない場合、それらは中央ＳＤ　５０４
の下に留まる。
【０１１２】
　図５に示すように、中央ＴＳＭ　５０２は、中央ＳＤ　５０４を管理する。すなわち、
中央ＴＳＭ　５０２は、中央ＳＤ　５０４（およびその関連付けられたアプリケーション
）のキーを制御することにより安全要素マネージャとして機能し、従って、その関連付け
られた特権のいずれも使用できる（表１に関連して以下でさらに詳述する）。中央ＳＤ　
５０４を通して、中央ＴＳＭ　５０２は、安全要素５０１上で任意のアプレットまたはア
プリケーションのロード、インストール、引渡し、ロックまたは削除を行い得る。その上
、中央ＴＳＭ　５０２は、ＳＰ　ＳＤを作成および管理し得、また、安全要素５０１をロ
ックし得る。
【０１１３】
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　図５に示すように、ＳＰ　ＴＳＭ　５０３は、ＳＰ　ＳＤ　５０６およびアプレット５
０６－１に関連付けられて、それらを管理する。すなわち、ＳＰ　ＴＳＭ　５０３は、Ｓ
Ｐ　ＳＤ　５０６およびアプレット５０６－１に対するキーを保持し、ＳＰ　ＳＤ　５０
６に関連付けられた特権のいずれも使用できる（表１に関連して以下でさらに詳述する）
。
【０１１４】
　ＳＰ　ＳＤ　５０５および５０６は、中央ＴＳＭ　５０２によって管理および処理され
るバイナリファイルの整合性を検証するために、データ認証パターン（ＤＡＰ）検証特権
を有する（表１に関連して以下でさらに詳述する）。ＤＡＰ検証を必要としないデータパ
ッケージが、中央ＳＤ　５０４の下で（すなわち、関連付けられて）ロードされ（例えば
、支払いパッケージ５０８）、ＤＡＰ検証を必要とするデータパッケージは、それらそれ
ぞれのＳＰ　ＳＤの下でロードされる。
【０１１５】
　表１は、安全要素構成５００に従って、中央ＳＤ（例えば、中央ＳＤ　５０４）および
ＳＰ　ＳＤ（例えば、ＳＰ　ＳＤ　５０５および５０６）に割り当てられた特権（例えば
、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ特権）を示す。
【０１１６】
【表１】

【０１１７】
　表２は、安全要素構成５００に従って、中央ＳＤ（例えば、中央ＳＤ　５０４）によっ
てサポートされる特権（例えば、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ特権）コマンドを示す
。
【０１１８】



(22) JP 2015-181030 A 2015.10.15

10

20

30

【表２】

【０１１９】
　表３は、安全要素構成５００に従って、ＳＰ　ＳＤ（例えば、ＳＰ　ＳＤ　５０５およ
び５０６）によってサポートされるコマンド（例えば、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ
コマンド）を示す。
【０１２０】
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【表３】

【０１２１】
　代替実施形態では、ＳＰ　ＳＤ　５０５および５０６のうちの一方または両方が、ＤＡ
Ｐ検証特権を有していない。
【０１２２】
　代替実施形態では、安全要素５０１は複数の中央ＳＤを含む。
【０１２３】
　別の代替実施形態では、各ＳＰ　ＳＤが対応するＳＰ　ＴＳＭに関連付けられる。
【０１２４】
　Ｅ．ＵＩＣＣ安全要素構成
　図６は、例示的な実施形態に従った、安全要素構成６００を示す。図６に示すように、
安全要素構成６００は、安全要素６０１、中央ＴＳＭ　６０２、ＳＰ　ＴＳＭ　６０３、
およびＭＮＯ　６０７を含む。
【０１２５】
　安全要素６０１は、ＵＩＣＣとして実装され、中央ＳＤ　６０４、安全要素発行者ＳＤ
（ＩＳＤ）６０５、ＭＮＯ　ＳＤ　６０６、ＳＰ　ＳＤ　６０８およびＳＰ　ＳＤ　６０
９を含む。ＭＮＯ　ＳＤ　６０６は、遠隔通信アプレット６１２と関連付けられる。中央
ＳＤ　６０４は、パッケージ６１０、およびお財布アプレット６１１と関連付けられる。
ＳＰ　ＳＤ　６０８および６０９は、中央ＳＤ　６０４と関連付けられるが、それぞれ、
アプレット６０８－１および６０９－１と関連付けられる。
【０１２６】
　ＩＳＤ　６０５は、中央ＳＤ　６０４およびＭＮＯ　ＳＤ　６０６を作成するが、どの
他のコンテンツ管理機能も実行しない。
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　ＭＮＯ　ＳＤ　６０６は、認可された管理特権（表２に関連して以下で詳述する）を有
し、ＭＮＯ　６０７によって指示されるとおりにコンテンツを管理する。
【０１２８】
　中央ＳＤ　６０４は、認可された管理特権（表２に関連して以下で詳述する）を有し、
中央ＴＳＭ　６０２によって指示されるとおりにコンテンツを管理する。特に、中央ＳＤ
　６０４は、アプリケーションを安全に管理して、ＳＰ　ＳＤを作成し、安全要素内のア
プレットまたはアプリケーションについて管理操作を実行し得る。
【０１２９】
　ＳＰ　ＳＤ　６０８および６０９は、セキュアチャネルの確立において、およびアプレ
ットのパーソナライズ処理において、それらそれぞれのアプレットを支援する。アプレッ
トインスタンス６０８－１および６０９－１は、インスタンス化されていないアプレット
またはアプリケーションのインスタンス化によって作成され得る。アプレットインスタン
ス（例えば、アプレット６０８－１および６０９－１）は、中央ＳＤ　６０４の下で（す
なわち、関連付けられて）作成される。インスタンス化の後、適切な場合は、アプレット
インスタンスが、それらそれぞれのＳＰ　ＳＤに引き渡される（すなわち、配信される）
（例えば、アプレット６０８－１がそのそれぞれのＳＤ、ＳＰ　ＳＤ　６０８に引き渡さ
れる）。あるいは、アプレットインスタンスが引き渡されない場合、それは中央ＳＤ　６
０４の下に留まる。
【０１３０】
　ＳＰ　ＳＤ　６０８および６０９は、中央ＴＳＭ　６０２によって管理および処理され
るバイナリファイルの整合性を検証するために、ＤＡＰ検証特権を有する。ＤＡＰ検証を
必要としないデータパッケージが、中央ＳＤ　６０４の下で（すなわち、関連付けられて
）ロードされ（例えば、パッケージ６１０）、ＤＡＰ検証を必要とするデータパッケージ
は、それらそれぞれのＳＰ　ＳＤの下でロードされる。
【０１３１】
　図６に示すように、中央ＴＳＭ　６０２は、中央ＳＤ　６０４を管理する。すなわち、
中央ＴＳＭ　６０２は、中央ＳＤ　６０４（およびその関連付けられたアプリケーション
）のキーを制御することにより安全要素マネージャとして機能し、従って、その関連付け
られた特権のいずれも使用できる（表４に関連して以下でさらに詳述する）。中央ＳＤ　
６０４を通して、中央ＴＳＭ　６０２は、安全要素６０１上で、任意の関連付けられたア
プレットまたはアプリケーションのロード、インストール、引渡し、ロックまたは削除を
行い得る。その上、中央ＴＳＭ　６０２は、ＳＰ　ＳＤを作成および管理し得る。
【０１３２】
　図６にさらに示すように、ＭＮＯ　６０７は、ＭＮＯ　ＳＤ　６０６および遠隔通信ア
プレット６１２と関連付けられて、それらを管理する。従って、ＭＮＯ　６０７は、ＭＮ
Ｏ　ＳＤ　６０６の任意の特権を使用できる。ＭＮＯ　ＳＤ　６０６を通して、ＭＮＯ　
６０７は、安全要素６０１上で、任意の関連付けられたアプレットまたはアプリケーショ
ンのロード、インストール、引渡し、ロックまたは削除を行い得る。その上、ＭＮＯパッ
ケージおよびアプレットインスタンスが、ＭＮＯ　ＳＤ　６０６の下で（すなわち、それ
に関連付けられて）、ロードおよび／または作成される。
【０１３３】
　表４は、安全要素構成６００に従って、ＩＳＤ（例えば、ＩＳＤ　６０５）、中央ＳＤ
（例えば、中央ＳＤ　６０４）、ＭＮＯ　ＳＤ（例えば、ＭＮＯ　ＳＤ　６０６）、およ
びＳＰ　ＳＤ（例えば、ＳＰ　ＳＤ　６０８および６０９）に割り当てられた特権（例え
ば、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ特権）を示す。
【０１３４】
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【表４】

【０１３５】
　表５は、安全要素構成６００に従って、ＩＳＤ（例えば、ＩＳＤ　６０５）によってサ
ポートされるコマンド（例えば、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍコマンド）を示す。
【０１３６】
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【表５】

【０１３７】
　表６は、安全要素構成６００に従って、中央ＳＤ（例えば、中央ＳＤ　６０４）によっ
てサポートされるコマンド（例えば、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍコマンド）を示す
。
【０１３８】
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【表６】

【０１３９】
　表７は、安全要素構成６００に従って、ＭＮＯ　ＳＤ（例えば、ＭＮＯ　ＳＤ　６０６
）によってサポートされるコマンド（例えば、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍコマンド
）を示す。
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【０１４０】
【表７】

【０１４１】
　代替実施形態では、ＳＰ　ＳＤ　６０８および６０９のうちの一方または両方が、ＤＡ
Ｐ検証特権を有していない。
【０１４２】
　Ｆ．第三者セキュリティ領域のある埋込み安全要素構成
　図７は、例示的な実施形態に従った、安全要素構成７００を示す。図７に示すように、
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安全要素構成７００は、安全要素７０１、中央ＴＳＭ　７０２、ＭＮＯ　７０７、第三者
ＴＳＭ（認可された管理を有する）７０８、および第三者ＴＳＭ（委任された管理を有す
る）７０３を含む。
【０１４３】
　安全要素７０１は、埋込み安全要素として、または別個のチップもしくはセキュアデバ
イスなどのＮＦＣイネーブラとして実装され、中央ＳＤ　７０４、ＩＳＤ　７０５、第三
者ＳＤ　７０６、委託されたＤＡＰ特権保有者（Ｍａｎｄａｔｅｄ　ＤＡＰ　Ｐｒｉｖｉ
ｌｅｇｅ　Ｈｏｌｄｅｒ）セキュリティ領域（ＭＤＰＨ　ＳＤ）７１６、制御権限（Ｃｏ
ｎｔｒｏｌｌｉｎｇ　Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ）セキュリティ領域（ＣＡ　ＳＤ）７１７、Ｓ
Ｐ　ＳＤ　７０９、ＳＰ　ＳＤ　７１０（委任された管理を有する）、およびＳＰ　ＳＤ
　７１１を含む。
【０１４４】
　ＭＤＰＨ　ＳＤ　７１６は、安全要素７０１上にロードまたはインストールされたアプ
レットおよびアプリケーションのシグネチャ（すなわち、ＤＡＰ）を検証する。表１０（
下記）は、ＭＤＰＨ　ＳＤによってサポートされるコマンドを示す。
【０１４５】
　ＣＡ　ＳＤ　７１７は、秘密のロードを保証するために、新しく作成されたセキュリテ
ィ領域に対してキー生成を実行する。表９（下記）は、ＣＡ　ＳＤによってサポートされ
るコマンドを示す。
【０１４６】
　第三者ＳＤ　７０６は、認可された管理特権を有し、第三者ＴＳＭ　７０８によって指
示されるとおりにコンテンツを管理する。第三者ＳＤ　７０６は、パッケージ７１４と関
連付けられる。ＳＰ　ＳＤ　７１１は、第三者ＳＤ　７０６の下にあり（すなわち、それ
が関連付けられて）、アプリケーション７１１－１と関連付けられている。表６（上記）
は、第三者ＳＤ（例えば、第三者ＳＤ　７０６）によってサポートされるコマンドを示す
。
【０１４７】
　ＩＳＤ　７０５は、中央ＳＤ　７０４、および第三者ＳＤ　７０６を含む、セキュリテ
ィ領域を作成するが、どの他のコンテンツ管理機能も実行しない。表５（上記）は、ＩＳ
Ｄ（例えば、ＩＳＤ　７０５）によってサポートされるコマンドをさらに詳細に示す。
【０１４８】
　中央ＳＤ　７０４は、認可された管理特権（表８．１および表８．２に関連して以下で
さらに詳述する）を有し、中央ＴＳＭ　７０２によって指示されるとおりにコンテンツを
管理する。特に、中央ＳＤ　７０４は、アプリケーションを安全に管理して、ＳＰ　ＳＤ
を作成し、安全要素内のアプレットまたはアプリケーションについて管理操作を実行し得
る。中央ＳＤ　７０４は、パッケージ７１３、ＳＰ　ＳＤ　７０９およびＳＰ　ＳＤ　７
１０と関連付けられる。ＳＰ　ＳＤ　７０９および７１０は、アプレット７０９－１およ
び７１０－１と関連付けられる。上記の表６は、中央ＳＤによってサポートされるコマン
ドを示す。
【０１４９】
　ＳＰ　ＳＤ　７０９、７１０、および７１１は、セキュアチャネルの確立において、お
よびアプレットのパーソナライズ処理において、それらそれぞれのアプレットを支援する
。アプレットインスタンス７０９－１および７１０－１は、インスタンス化されていない
アプレットまたはアプリケーションのインスタンス化によって作成され得る。アプレット
インスタンス（例えば、アプレット７０９－１および７１０－１）は、中央ＳＤ　７０４
の下で（すなわち、関連付けられて）作成される。インスタンス化の後、適切な場合は、
アプレットインスタンスが、それらそれぞれのＳＰ　ＳＤに引き渡される（すなわち、配
信される）。表３（上記）は、ＳＰ　ＳＤによってサポートされるコマンドを示し、表１
１（下記）は、委任された管理特権を有するＳＰ　ＳＤ（例えば、ＳＰ　ＳＤ　７１０）
によってサポートされるコマンドを示す。
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【０１５０】
　ＳＰ　ＳＤ　７０９および７１０は、中央ＴＳＭ　７０２によって管理および処理され
るバイナリファイルの整合性を検証するために、ＤＡＰ検証特権を有する。ＤＡＰ検証を
必要としないデータパッケージ（例えば、パッケージ７１３）が、中央ＳＤ　７０４の下
で（すなわち、関連付けられて）ロードされ、ＤＡＰ検証を必要とするデータパッケージ
は、それらそれぞれのＳＰ　ＳＤの下でロードされる。その上、委任された管理特権を有
するＳＰ　ＳＤ（例えば、７１０）は、認可されたコンテンツ管理操作を実行し得る。
【０１５１】
　図７に示すように、中央ＴＳＭ　７０２は、中央ＳＤ　７０４を管理する。すなわち、
中央ＴＳＭ　７０２は、中央ＳＤ　７０４（およびその関連付けられたアプリケーション
）のキーを制御することにより安全要素マネージャとして機能し、従って、その関連付け
られた特権のいずれも使用できる（表８．１および表８．２に関連して以下でさらに詳述
する）。中央ＳＤ　７０４を通して、中央ＴＳＭ　７０２は、安全要素７０１上で、任意
の関連付けられたアプレットまたはアプリケーションのロード、インストール、引渡し、
ロックまたは削除を行うことができる。その上、中央ＴＳＭは、ＳＰ　ＳＤを作成および
管理し得、ＩＳＤ　７０５を通して、安全要素７０１のロックおよびロック解除を行い得
る。
【０１５２】
　図７にさらに示すように、第三者ＴＳＭ　７０８は、第三者ＳＤ　７０６（およびその
関連付けられたアプリケーション）のキーを制御し、従って、その関連付けられた特権の
いずれも使用できる（表８．１および表８．２に関連して以下でさらに詳述する）。第三
者ＳＤ　７０６を通して、第三者ＴＳＭ　７０８は、任意の関連付けられているアプレッ
トまたはアプリケーションのロード、インストール、引渡し、ロックまたは削除を行うこ
とができる。第三者ＴＳＭ　７０８は、そのそれぞれの第三者ＳＤに関連付けられたＳＰ
　ＳＤ（すなわち、第三者ＳＤ　７０６）を作成および管理することもできる。第三者Ｔ
ＳＭ　７０８は、その第三者ＳＤ　７０６を通して、安全要素７０１上でその関連付けら
れたどのアプレットまたはアプリケーションも、ロックまたは削除することができる。第
三者ＴＳＭに関連付けられているパッケージ（例えば、パッケージ７１４）が、第三者Ｓ
Ｄ　７０６の下で（すなわち、関連付けられて）ロードされる。第三者ＴＳＭ　７０８に
関連付けられているアプレットまたはアプリケーション（例えば、アプリケーション７１
１－１）がインスタンス化され、インスタンスが、第三者ＳＤ　７０６の下で（すなわち
、関連付けられて）作成される。インスタンス化の後、適切な場合は、アプレットまたは
アプリケーションが、それらそれぞれのＳＰ　ＳＤに引き渡される（すなわち、配信され
る）（例えば、アプリケーション７１１－１がそのそれぞれのＳＤ、ＳＰ　ＳＤ　７１１
に引き渡される）。
【０１５３】
　表８．１および表８．２は、ＩＳＤ（例えば、ＩＳＤ　７０５）、中央ＳＤ（例えば、
中央ＳＤ　７０４）、ＭＤＰＨ　ＳＤ（例えば、ＭＤＰＨ　ＳＤ　７１６）、ＣＡ　ＳＤ
（例えば、ＣＡ　ＳＤ　７１７）、第三者ＳＤ（例えば、第三者ＳＤ　７０６）、ＳＰ　
ＳＤ（例えば、ＳＰ　ＳＤ　７０９）、および委任された管理をもつＳＰ　ＳＤ（例えば
、ＳＰ　ＳＤ　７１０）に割り当てられた特権（例えば、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒ
ｍ特権）を示す。
【０１５４】



(31) JP 2015-181030 A 2015.10.15

10

20

30

40

50

【表８Ａ】

【表８Ｂ】

【０１５５】
　表９は、安全要素構成７００に従って、ＣＡ　ＳＤ（例えば、ＣＡ　ＳＤ　７１７）に
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示す。
【０１５６】
【表９】

【０１５７】
　表１０は、安全要素構成７００に従って、ＭＤＰＨ　ＳＤ（例えば、ＭＤＰＨ　ＳＤ　
７１６）によってサポートされるコマンド（例えば、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍコ
マンド）を示す。
【０１５８】
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【表１０】

【０１５９】
　表１１は、安全要素構成７００に従って、委任された管理を有するＳＰ　ＳＤ（例えば
、ＳＰ　ＳＤ　７１０）によってサポートされるコマンド（例えば、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｌ
ａｔｆｏｒｍコマンド）を示す。
【０１６０】
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【表１１】

【０１６１】
　代替実施形態では、第三者ＴＳＭ　７０３は、委任された管理特権を有するが、コンテ
ンツ管理操作は、まず、中央ＴＳＭ　７０２によって承認される。中央ＴＳＭ　７０２は
、トークンを検証し、第三者ＴＳＭには関連付けられていない各関連付けられたＳＰ　Ｓ



(35) JP 2015-181030 A 2015.10.15

10

20

30

40

50

Ｄ（例えば、ＳＰ　ＳＤ　７０９）に対して受領を生成できる。第三者ＴＳＭ　７０３は
、その関連付けられたＳＰ　ＳＤ（例えば、ＳＰ　ＳＤ　７１０）に対するキーを制御し
、その関連付けられたＳＰ　ＳＤを通して、任意の関連付けられたアプリケーションまた
はアプレット（例えば、アプレット７１０－１）のロード、インストール、引渡し、また
は削除を行うことができる。
【０１６２】
　代替実施形態では、ＳＰ　ＳＤ　７０９および７１０のうちの一方または両方が、ＤＡ
Ｐ検証特権を有していない。
【０１６３】
　代替実施形態では、ＭＤＰＨ　ＳＤ　７１６およびＣＡ　ＳＤ　７１７のうちの一方ま
たは両方が、安全要素７０１に含まれない。
【０１６４】
　別の代替実施形態では、安全要素７０１は、０以上の第三者ＳＤを有する。
【０１６５】
　Ｇ．第三者セキュリティ領域のあるＵＩＣＣ安全要素構成
　図８は、例示的な実施形態に従った、安全要素構成８００を示す。図８に示すように、
安全要素構成８００は、安全要素８０１、中央ＴＳＭ　８０２、ＭＮＯ　８０７、第三者
ＴＳＭ（認可された管理を有する）８０８、および第三者ＴＳＭ（委任された管理を有す
る）８０３を含む。
【０１６６】
　安全要素８０１は、ＵＩＣＣとして実装され、中央ＳＤ　８０４、ＩＳＤ　８０５、第
三者ＳＤ　８０６、ＭＮＯ　ＳＤ　８１５、ＭＤＰＨ　ＳＤ　８１７、およびＣＡ　ＳＤ
　８１８を含む。安全要素８０１は、ＳＰ　ＳＤ　８０９、およびＳＰ　ＳＤ（委任され
た管理を有する）８１０、およびＳＰ　ＳＤ　８１１も含む。
【０１６７】
　ＭＮＯ　ＳＤ　８１５は、認可された管理特権を有し、ＭＮＯ　８０７によって指示さ
れるとおりにコンテンツを管理する。
【０１６８】
　ＭＤＰＨ　ＳＤ　８１７は、安全要素８０１上にロードまたはインストールされたアプ
レットおよびアプリケーションのシグネチャ（すなわち、ＤＡＰ）を検証する。表１０（
上記）は、ＭＤＰＨ　ＳＤによってサポートされるコマンドを示す。
【０１６９】
　ＣＡ　ＳＤ　８１８は、秘密のロードを保証するために、新しく作成されたセキュリテ
ィ領域に対してキー生成を実行する。表９（上記）は、ＣＡ　ＳＤによってサポートされ
るコマンドを示す。
【０１７０】
　第三者ＳＤ　８０６は、認可された管理特権を有し、第三者ＴＳＭ　８０８によって指
示されるとおりにコンテンツを管理する。第三者ＳＤ　８０６は、パッケージ８１４と関
連付けられる。ＳＰ　ＳＤ　８１１は、第三者ＳＤ　８０６の下にあり（すなわち、関連
付けられて）、アプリケーション８１１－１と関連付けられている。第三者ＳＤ　８０６
は、表６（上記）に示すのと同じコマンドをサポートする。
【０１７１】
　ＩＳＤ　８０５は、中央ＳＤ　８０４、および第三者ＳＤ　８０６を含む、セキュリテ
ィ領域を作成するが、どの他のコンテンツ管理機能も実行しない。表５（上記）は、ＩＳ
Ｄによってサポートされるコマンドを示す。
【０１７２】
　中央ＳＤ　８０４は、認可された管理特権（表２に関連して上でさらに詳述する）を有
し、中央ＴＳＭ　８０２によって指示されるとおりにコンテンツを管理する。特に、中央
ＳＤ　８０４は、アプリケーションを安全に管理して、ＳＰ　ＳＤを作成し、安全要素内
のアプレットまたはアプリケーションについて管理操作を実行し得る。中央ＳＤ　８０４
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。ＳＰ　ＳＤ　８０９および８１０は、アプレット８０９－１および８１０－１と関連付
けられる。上記の表６は、中央ＳＤによってサポートされるコマンドを示す。
【０１７３】
　図８に示すように、中央ＴＳＭ　８０２は、中央ＳＤ　８０４を管理する。すなわち、
中央ＴＳＭ　８０２は、中央ＳＤ　８０４（およびその関連付けられたアプリケーション
）のキーを制御することにより安全要素マネージャとして機能し、従って、その関連付け
られた特権のいずれも使用できる（表１２．１および表１２．２に関連して以下でさらに
詳述する）。中央ＳＤ　８０４を通して、中央ＴＳＭ　８０２は、安全要素８０１上で、
任意の関連付けられたアプレットまたはアプリケーションのロード、インストール、引渡
し、ロックまたは削除を行い得る。その上、中央ＴＳＭ　８０２は、ＳＰ　ＳＤを作成お
よび管理し得る。
【０１７４】
　図８にさらに示すように、ＭＮＯ　８０７は、ＭＮＯ　ＳＤ　８１５および遠隔通信ア
プレット８１６と関連付けられて、それらを管理する。従って、ＭＮＯ　８０７は、ＭＮ
Ｏ　ＳＤ　８１５の任意の特権を使用できる。ＭＮＯ　ＳＤ　８１５を通して、ＭＮＯ　
８０７は、安全要素８０１上で、任意の関連付けられたアプレットまたはアプリケーショ
ンのロード、インストール、引渡し、ロックまたは削除を行い得る。その上、ＭＮＯパッ
ケージおよびアプリケーションまたはアプレットインスタンスが、ＭＮＯ　ＳＤ　８１５
の下で（すなわち、関連付けられて）、ロードおよび／または作成される。ＭＮＯ　８０
７は、ＭＮＯ　ＳＤ　８１５を通して、安全要素８０１上の任意のＭＮＯに関連付けられ
たアプリケーションをロックまたは削除できる。
【０１７５】
　図８にさらに示すように、第三者ＴＳＭ　８０８は、第三者ＳＤ　８０６（およびその
関連付けられたアプリケーション）のキーを制御し、従って、その関連付けられた特権の
いずれも使用できる（表１２．１および表１２．２に関連して以下でさらに詳述する）。
第三者ＳＤ　８０６を通して、第三者ＴＳＭ　８０８は、任意の関連付けられたアプレッ
トまたはアプリケーションのロード、インストール、引渡し、ロックまたは削除を行い得
る。第三者ＴＳＭ　８０８は、そのそれぞれの第三者ＳＤに関連付けられているＳＰ　Ｓ
Ｄを作成および管理することもできる。第三者ＴＳＭに関連付けられているパッケージ（
例えば、パッケージ８１４）が、第三者ＳＤ　８０６の下で（すなわち、それに関連付け
られて）ロードされる。第三者ＴＳＭ　８０８に関連付けられているアプレットまたはア
プリケーション（例えば、アプリケーション８１１－１）がインスタンス化され、インス
タンスが、第三者ＳＤ　８０６の下で（すなわち、それに関連付けられて）作成される。
インスタンス化の後、適切な場合は、アプレットまたはアプリケーションが、それらそれ
ぞれのＳＰ　ＳＤに引き渡される（すなわち、配信される）（例えば、アプリケーション
８１１－１がＳＰ　ＳＤ　８１１に引き渡される）。
【０１７６】
　表１２．１および表１２．２は、ＩＳＤ（例えば、ＩＳＤ　８０５）、中央ＳＤ（例え
ば、中央ＳＤ　８０４）、ＭＤＰＨ　ＳＤ（例えば、ＭＤＰＨ　ＳＤ　８１７）、ＣＡ　
ＳＤ（例えば、ＣＡ　ＳＤ　８１８）、第三者ＳＤ（例えば、第三者ＳＤ　８０６）、Ｍ
ＮＯ　ＳＤ（例えば、ＭＮＯ　ＳＤ　８１５）、ＳＰ　ＳＤ（例えば、ＳＰ　ＳＤ　８０
９）、および委任された管理をもつＳＰ　ＳＤ（例えば、ＳＰ　ＳＤ　８１０）に割り当
てられた特権（例えば、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ特権）を示す。
【０１７７】
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【表１２Ａ】

【表１２Ｂ】

【０１７８】
　代替実施形態では、ＳＰ　ＳＤ　８０９および８１０のうちの一方または両方が、ＤＡ
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Ｐ検証特権を有していない。
【０１７９】
　別の代替実施形態では、ＭＤＰＨ　ＳＤ　８１７およびＣＡ　ＳＤ　８１８のうちの一
方または両方が、安全要素８０１に含まれない。
【０１８０】
　Ｈ．コンピュータ可読媒体実施態様
　本発明（例えば、システム１００、シーケンス２００～４００、構成５００～８００、
またはそれらの任意の部分（複数可）もしくは機能（複数可））は、ハードウェア、ソフ
トウェア、またはそれらの組合せを使用して実施でき、１つまたは複数のモバイル装置ま
たは他の処理システムで実施できる。本発明によって実行された操作が人間の操作に関し
て参照された範囲で、人間のオペレータのかかる能力は、本発明の部分を形成する本明細
書に記載する操作のいずれにおいても、必要でないか、またはほとんどの場合望ましくな
い。むしろ、本明細書に記載する操作は、マシン操作である。本発明の操作を実行するた
めの有用なマシンは、携帯電話、スマートフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）または同様な
装置を含む。
【０１８１】
　一実施形態では、本発明は、本明細書に記載する機能を実行することができる１つまた
は複数のシステムを対象とする。システム９００の一例を図９に示す。
【０１８２】
　システム９００は、プロセッサ９０１などの、１つまたは複数のプロセッサを含む。プ
ロセッサ９０１は、通信インフラストラクチャ９０２（例えば、通信バス、ネットワーク
）に接続されている。この例示的なシステムに関して、様々な実施形態が説明される。本
記述を読み終えると、当業者には、他のシステムおよび／またはアーキテクチャを使用し
て、本発明をどのように実施するかがさらに明らかになるであろう。
【０１８３】
　システム９００は、メインメモリ９０３も含み、それは、データベース、または同類の
ものであり得る。
【０１８４】
　システム９００は、メインメモリ９０３の問合せを行うための問合せモジュール９０４
を含む。メモリ（例えば、メインメモリ９０３）の問合せは、図２～図４に関連して、上
でさらに詳述される。
【０１８５】
　システム９００は、要求などの、データを、他の実体からネットワークを経由して、受
信するための受信モジュール９０５も含む。要求などの、データの受信は、図２～図４に
関連して、上でさらに詳述される。
【０１８６】
　システム９００は、要求および応答などの、データを、他の実体にネットワークを経由
して、送信するための送信モジュール９０６も含む。要求および応答などの、データの送
信は、図２～図４に関連して、上でさらに詳述される。
【０１８７】
　モジュール９０４～９０６の各々は、ハードウェア、ソフトウェア、またはその２つの
組合せを使用して実装され得る。
【０１８８】
　例えば、図１～図８に関連して示されたか、もしくは説明されたシステムおよび手順な
どの前述の実施形態例、またはそれらの任意の部分もしくは機能は、ハードウェア、ソフ
トウェア、またはその２つの組合せを使用して実装され得る。実施態様は、１つもしくは
複数のコンピュータまたは他の処理システムにおいてであり得る。これらの実施形態例に
よって実行される操作は、一般に、人間のオペレータによって実行される知的操作に関連
付けられた用語で参照され得るが、人間のオペレータは、本明細書に記載する操作のいず
れも実行する必要はない。言い換えれば、操作は、完全にマシン操作で実施され得る。本
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明細書に記載する実施形態例の操作を実行するための有用なマシンは、汎用デジタルコン
ピュータまたは同様の装置を含む。
【０１８９】
　本発明の実施形態例の部分は、コンピュータ分野の当業者には明らかであるように、好
都合に、従来型の汎用コンピュータ、専用デジタルコンピュータおよび／または本開示の
技術に従ってプログラムされたマイクロプロセッサを使用することによって実施され得る
。適切なソフトウェアコーディングは、本開示の技術に基づき、熟練したプログラマによ
って容易に準備され得る。
【０１９０】
　いくつかの実施形態は、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレ
イの準備によって、または従来型の構成回路の適切な回路網を相互接続することによって
も実施され得る。
【０１９１】
　いくつかの実施形態は、コンピュータプログラム製品を含む。コンピュータプログラム
製品は、本発明の実施形態例の手順のいずれかを実行するためにコンピュータを制御する
か、またはコンピュータにそれを行わせるために使用できる、その中またはその上に格納
された命令を有する、持続性記憶媒体または複数の媒体であり得る。記憶媒体は、制限な
く、フロッピー（登録商標）ディスク、ミニディスク、光ディスク、ブルーレイディスク
、ＤＶＤ、ＣＤもしくはＣＤ－ＲＯＭ、マイクロドライブ、光磁気ディスク、ＲＯＭ、Ｒ
ＡＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＤＲＡＭ、ＶＲＡＭ、フラッシュメモリ、フラッシュ
カード、磁気カード、光カード、ナノシステム（ｎａｎｏｓｙｓｔｅｍ）、分子メモリ集
積回路、ＲＡＩＤ、リモートデータ記憶／アーカイブ／倉庫、ならびに／または命令およ
び／もしくはデータを格納するために適した任意の他のタイプの装置を含み得る。
【０１９２】
　持続性コンピュータ可読媒体または複数の媒体のうちの任意の１つ上に格納された、い
くつかの実施形態は、汎用および／または専用コンピュータもしくはマイクロプロセッサ
のハードウェアの両方を制御するため、およびコンピュータもしくはマイクロプロセッサ
が人間のユーザーまたは本発明の実施形態例の結果を利用する他の機構とやりとりするこ
とを可能にするためのソフトウェアを含む。かかるソフトウェアは、制限なく、デバイス
ドライバ、オペレーティングシステム、およびユーザーアプリケーションを含み得る。最
終的に、かかるコンピュータ可読媒体は、前述のように、本発明の態様例を実行するため
のソフトウェアをさらに含む。
【０１９３】
　汎用および／または専用コンピュータもしくはマイクロプロセッサのプログラミングお
よび／もしくはソフトウェアに含まれるのは、前述の手順を実施するためのソフトウェア
モジュールである。
【０１９４】
　本発明の様々な実施形態例が上で説明されているが、それらは、制限ではなく、例とし
て提示されていることが理解されるべきである。当業者には、形式および詳細における様
々な変更がその中で行われ得ることが明らかである。従って、本開示は、前述の実施形態
例のいずれかによって制限されるべきではなく、以下の請求項およびそれらの均等物に従
ってのみ定義されるべきである。
【０１９５】
　さらに、図は、例としての目的のみで、提示されることが理解されるべきである。本明
細書で提示する実施形態例のアーキテクチャは、添付の図に示される以外の方法で利用お
よびナビゲートされ得るように、十分柔軟および構成可能である。
【０１９６】
　さらに、要約の目的は、米国特許商標局および一般大衆、ならびに特に、特許または法
律用語もしくは表現を良く知らない当技術分野の科学者、エンジニアおよび実務者が、一
瞥して、本願の技術的開示の本質および特質を迅速に判断することを可能にすることであ
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る。要約は、本明細書で提示する実施形態例の範囲について、どんな形でも制限されるこ
とを意図していない。請求項で詳述される手順は提示された順序で実行される必要はない
ことも理解されたい。
【符号の説明】
【０１９７】
　１０２，５０２，６０２，７０２，８０２　中央トラステッドサービスマネージャ（Ｔ
ＳＭ）
　１０２ａ　プロセッサ
　１０２ｂ　メモリ
　１０３－１，１０３－２，１０３－ｎ，５０３，６０３　サービスプロバイダトラステ
ッドサービスマネージャ（ＳＰ　ＴＳＭ）
　１０４－１，１０４－２，１０４－ｎ　移動通信ネットワーク
　１０５　通信ネットワーク
　１０６－１，１０６－２，１０６－ｎ　モバイル装置
　１０６ａ－１，１０６ａ－２，１０６ａ－ｎ，５０１，６０１，７０１，８０１　安全
要素（ＳＥ）
　１０７－１，１０７－２，１０７－ｎ　サービスプロバイダ（ＳＰ）
　５００，６００，７００，８００　安全要素構成
　５０４，６０４，７０４，８０４　中央セキュリティ領域（ＳＤ）
　５０５，５０６，６０８，６０９，７０９，７１０，７１１，８０９，８１０，８１１
　サービスプロバイダセキュリティ領域（ＳＰ　ＳＤ）
　５０５－１，６０８－１　クーポンアプレット
　５０６－１，６０９－１，７０９－１，７１０－１，８０９－１，８１０－１　クレジ
ットカードアプレット
　５０７，６１１，７１２，８１２　お財布アプレット
　５０８　支払いパッケージ
　６０５，７０５，８０５　安全要素発行者セキュリティ領域（ＩＳＤ）
　６０６，８１５　移動体通信事業者セキュリティ領域（ＭＮＯ　ＳＤ）
　６０７，７０７，８０７　移動体通信事業者（ＭＮＯ）
　６１０，７１３，８１３，８１４　パッケージ
　６１２，８１６　遠隔通信アプレット
　７０３，８０３　（委任された管理を有する）第三者トラステッドサービスマネージャ
（ＴＳＭ）
　７０６，８０６　第三者セキュリティ領域（ＳＤ）
　７０８，８０８　（認可された管理を有する）第三者トラステッドサービスマネージャ
（ＴＳＭ）
　７１１－１，８１１－１　アプリケーション
　７１６，８１７　委託されたデータ認証パターン検証特権保有者セキュリティ領域（Ｍ
ＤＰＨ　ＳＤ）
　７１７，８１８　制御権限セキュリティ領域（ＣＡ　ＳＤ）
　９００　システム
　９０１　プロセッサ
　９０２　通信インフラストラクチャ
　９０３　メインメモリ
　９０４　問合せモジュール
　９０５　受信モジュール
　９０６　送信モジュール
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