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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　汎用ＩＣカード（ＵＩＣＣ）内の複数の加入者情報を管理するシステムであって、複数
の加入者情報の一つの加入者の要請に応じて、フィールド内の携帯端末内に備えられたＵ
ＩＣＣ上に格納された複数の加入者情報を管理する中央サーバを備えるシステムであって
、
　前記管理は、前記ＵＩＣＣ上に格納された全ての加入者情報をブロックすることである
ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記中央サーバは複数のＭＮＯに接続されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記中央サーバは単一のＭＮＯに接続されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記要請は前記加入者から前記中央サーバに対して成される、請求項２及び３のいずれ
かに記載のシステム。
【請求項５】
　前記要請は前記加入者から前記ＭＮＯの一つに対して成される、請求項２及び３のいず
れかに記載のシステム。
【請求項６】
　前記複数の加入者情報の管理は、以下のタスク：
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－一つ又はいくつかの加入者情報を、一時的又は断定的にブロックする；
－一つ又はいくつかのサービスを、一時的又は断定的に一つ又はいくつかの加入者情報か
らブロックする；
－前記端末を操作する人物に警告するためにショート・メッセージを送信する；
－前記端末の位置情報を特定する；
－デバイス及びＵＩＣＣ上のデータを回復する；
－前記端末上のデータを削除又は暗号化する；
－前記端末が回復されると、いくつかの加入者情報の一つを再起動する特定のアプリケー
ションを選択する；
の少なくとも一つをさらに実行することを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＵＩＣＣ（汎用集積回路カード）内の複数の加入者情報を管理するシステム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＩＣＣは、典型的にＳＩＭアプリケーションを内蔵する保全素子である。ＵＩＣＣは
、例えば携帯電話などの端末内に、固定して、又は固定せずに組み込まれている。端末は
、Ｍ２Ｍ（マシン・ツー・マシン）アプリケーション用の、他の装置と通信する装置であ
る場合もある。
【０００３】
　ＵＩＣＣ（汎用集積回路カード）は、スマートカードの形をとりうるが、［特許文献１
］に記載されているパッケージチップや、その他いかなる形をとるものであってもよい。
ＵＩＣＣは、例えばＧＳＭ（登録商標）及びＵＭＴＳネットワークにおける携帯端末内で
用いられる。ＵＩＣＣは、ネットワーク認証、及びあらゆる種類の個人データの整合性と
安全性を保証するものである。
【０００４】
　ＵＩＣＣは、ＧＳＭネットワークでは主にＳＩＭアプリケーションを内蔵し、ＵＭＴＳ
ネットワークではＵＳＩＭアプリケーションを内蔵している。ＵＩＣＣにはその他複数の
アプリケーションを内蔵させることができる。そうすると１つのスマートカードで、ＧＳ
Ｍ及びＵＭＴＳネットワークの双方にアクセスしたり、また電話帳及びその他のアプリケ
ーションの格納領域を提供したりすることが可能となる。
【０００５】
　また対応の携帯端末では、ＵＳＩＭアプリケーションでＧＳＭネットワークにアクセス
したり、ＳＩＭアプリケーションでＵＭＴＳネットワークにアクセスしたりすることもで
きる。ＬＴＥなど、ＵＭＴＳリリース５以降のネットワークでは、ＩＭＳ（ＩＰマルチメ
ディアサブシステム）におけるサービスに、新たなアプリケーション、即ち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）が必要である。電話帳は別個の
アプリケーションであり、いずれの加入者情報モジュールにも属さない。
【０００６】
　ＵＩＣＣは、ＣＤＭＡネットワークでは、３ＧＰＰ　ＵＳＩＭ及びＳＩＭアプリケーシ
ョンに加えて、ＣＳＩＭアプリケーションを内蔵している。これら３つの特徴を全て含む
カードは、リムーバブルユーザアイデンティティカード、即ちＲ－ＵＩＭと呼ばれる。つ
まりＲ－ＵＩＭカードは、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ、ＵＭＴＳハンドセットのいずれにも挿入で
き、いずれにおいても機能するのである。
【０００７】
　２Ｇネットワークにおいては、ＳＩＭカードとＳＩＭアプリケーションは一体であった
ため、“ＳＩＭカード”は、この物理的なカード、又はＳＩＭアプリケーションを有する
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あらゆる物理的なカードを意味していた。
　ＵＩＣＣスマートカードは、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ、及び入出力回路
からなる。初期バージョンのスマートカードは、完全にフルサイズ（８５×５４ｍｍ，Ｉ
ＳＯ／ＩＥＣ　７８１０　ＩＤ－１）であった。すぐに、電話の小型化競争によって、よ
り小型のカードが求められるようになった。
【０００８】
　カードの差し込み口が標準化されているので、加入者は自分のワイヤレスアカウントや
電話番号を、あるハンドセットから他のハンドセットへ簡単に移すことができる。これに
よって加入者の電話帳やテキストメッセージも移される。同様に加入者は、通常、自分の
既存のハンドセットに新たなキャリアのＵＩＣＣカードを挿入することでキャリアを変更
することもできる。しかしこれは、常に可能であるとは限らない。なぜなら、自社の販売
する電話にＳＩＭロックをかけて（例、アメリカにおいてなど）、競合キャリアのカード
が使用されないようにしているキャリアもあるからである。
【０００９】
　ＥＴＳＩフレームワークとＧｌｏｂａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍのアプリケーション管理フ
レームワークは統合され、ＵＩＣＣ仕様に一本化された。
　ＵＩＣＣは３ＧＰＰ及びＥＴＳＩによって標準化された。
　ＵＩＣＣは通常、例えばユーザが自分の携帯端末を変更したいときなどに、携帯端末か
ら取り出すことができる。ユーザは、新たな端末に自分のＵＩＣＣを挿入して、それまで
通り自分のアプリケーション、連絡先、認証情報（ネットワークオペレータ）にアクセス
することができる。
【００１０】
　また、ＵＩＣＣを端末専用のものにする目的で、ＵＩＣＣを端末内にはんだ付けまたは
溶接することも周知である。これはＭ２Ｍ（マシン・ツー・マシン）アプリケーションに
おいて行われている。上記の目的は、ＳＩＭ又はＵＳＩＭのアプリケーション及びファイ
ルを内蔵するチップ（保全素子）を、端末に内蔵させることによっても達成できる。この
チップは、例えば端末又は装置のマザーボードにはんだ付けされ、ｅ－ＵＩＣＣとなる。
　取り外しが想定されていない、又は遠隔端末内にある、又は装置の奥深くに組み込まれ
ているｅ－ＵＩＣＣもしくはＵＩＣＣで、装置と完全に一体化しているわけではないが、
元来取り外し用ではないために取り外しが困難なものに対しても、本発明を同様に適用す
ることができる。
【００１１】
　ＵＩＣＣの特別なフォームファクタ（例えば非常に小さいので取り扱いが困難であるな
ど）も、そのＵＩＣＣを、実質的に端末に組み込まれているものと見なす理由になりうる
。同様のことは、開放が想定されていない装置内にＵＩＣＣが組み込まれている場合につ
いてもいえる。
【００１２】
　以下の記載では、ＵＩＣＣと同じアプリケーションを内蔵する、又は内蔵するよう設計
されている、溶接されたＵＩＣＣ又はチップを総称して、（取り外し可能なＵＩＣＣ又は
取り外し可能な保全素子に対し、）埋設型ＵＩＣＣ又は埋設型保全素子と呼ぶ。取り外し
困難なＵＩＣＣ又は保全素子もこれに相当する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】国際公開２００８／１２３８２７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、とりわけ失くした又は盗まれた携帯機器に用いることができる集中型サービ
スに関する。
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　本発明は、携帯電話を失くしたユーザで、携帯電話が備えるＵＩＣＣ上に複数の加入者
情報を有するユーザの手続きを簡略化することを目的とする。ＵＩＣＣは、取り外し可能
であってもなくてもよい。
【００１５】
　今日、ユーザが、自身の携帯機器上に複数の利用可能な電気通信加入者情報を有するこ
とはますます一般的となっている。いくつかの例が挙げられる：
　－複数のＵＩＣＣスロットを備える携帯電話；
　－二つの異なる加入者情報（例えば：一つの個人用の加入者情報と一つの仕事上の加入
者情報、又は国境を越えて仕事をするユーザの場合、異なる国における二つ（もしくは二
つ以上）の加入者情報）を可能とするデュアルＩＭＳＩカード；
　－ブラジルにおいて、新しい乗用車に緊急通報装置を備えることが義務付けられている
。これらの乗用車には、国内の各ＭＮＯに対して一つの加入者情報があらかじめ組み込ま
れている、いわゆるホワイトＳＩＭが備えられている。
【００１６】
　ＵＩＣＣに複数の加入者情報を有していると、携帯機器を盗まれた又は失くした場合に
、ユーザはすべての加入者情報をブロックするために、異なるオペレータによるすべての
ホットラインに電話をかけなければならず、これはユーザにとって負担である。
　さらに、ブラジルの場合のように、ユーザは、自身のデバイス上にあらかじめ組み込ま
れているすべての加入者情報のうちの起動されている加入者情報すら知らない（又は忘れ
ている）可能性もある。
【００１７】
　このような状況は、図１に示され、自明である。
　本発明は、ユーザの代わりに携帯デバイス上で動作を実行することが可能な、失くした
又は盗まれた携帯電話のための独自の集中型サービスを提供することを提示する。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は、ＵＩＣＣ内で複数の加入者情報を管理するシステムであって、これらの加入
者情報の一つの加入者の要請に従い、フィールド内の携帯端末内に備えられたＵＩＣＣ上
に格納された加入者情報を管理することができる中央サーバを備えるシステムであって、
前記管理は、ＵＩＣＣ上に格納された全ての加入者情報をブロックすることであることを
特徴とするシステムを提示する。
【００１９】
　好適には、中央サーバは複数のＭＮＯに接続されている。
　別の実施形態において、中央サーバは単一のＭＮＯに接続されている。
　管理要請は、好適には、加入者から中央サーバに対して成される。
　別の実施形態において、管理要請は、加入者から複数のＭＮＯの一つに対して成される
。
【００２０】
　好適には、加入者情報の管理は、以下のタスクの少なくとも一つから成る：
－一つ又はいくつかの加入者情報を、一時的又は断定的にブロックする；
－一つ又はいくつかのサービスを、一時的又は断定的に一つ又はいくつかの加入者情報か
らブロックする；
－端末を操作する人物に警告するためにショート・メッセージを送信する；
－端末の位置情報を特定する；
－デバイス及びＵＩＣＣ上のデータを回復する；
－端末上のデータを削除又は暗号化する；
－端末が回復されると、いくつかの加入者情報の一つを再起動する特定のアプリケーショ
ンを選択する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
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【図１】ユーザが複数のＭＮＯのそれぞれに接触しなければならない状態を示す。
【図２】ユーザが中央サーバに直接接触し、適切な対応を要請する方法を示す。
【図３】中央サーバが複数のＭＮＯに接続され、複数の加入者情報を管理するシステムを
示す。
【図４】中央サーバが単一のＭＮＯに接続され、そのＭＮＯを通して他の複数のＭＮＯと
通信するシステムを示す。
【図５】中央サーバが、動作をすべてのネットワークで実行するのではなくＵＩＣＣ上で
直接実行する、ＵＩＣＣ内に組み込まれた特定のアプリケーションにショート・メッセー
ジを送る方法を示す。
【図６】Ｗｉ－ｆｉ又は有線ネットワークのような、２Ｇ／３Ｇ以外の別のネットワーク
を介してＵＩＣＣに接触する方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明は、ＵＩＣＣ内の複数の加入者情報を管理するシステムであって、フィールド内
の携帯端末内に備えられたＵＩＣＣ上に格納された加入者情報を管理することができる中
央サーバを備えるシステムを提示する。
　図３は、そのようなシステムを示す。
　図３において、中央サーバ９０は、端末９２内に備えられたＵＩＣＣ９１内に格納され
た複数の加入者情報を管理する。中央サーバ９０は、例えばインターネットのようなネッ
トワーク９３を通して、これらの加入者情報を管理する。中央サーバ９０は、オペレータ
ＭＮＯ１からＭＮＯ３の異なる電気通信ネットワークに接続されている。
【００２３】
　図４に示されるシステムの別の仕様において、中央サーバは単一のオペレータのネット
ワーク（ＭＮＯ）に接続され、このネットワークＭＮＯを通して他のネットワークＭＮＯ
１からＭＮＯ３と通信する。
　中央サーバ９０は、ＵＩＣＣ９１上にある加入者情報の管理者として機能することがで
きる。中央サーバ９０は例えば、端末９２のユーザの要請に応じて、ＵＩＣＣ上に新たな
加入者情報をインストールすることができる。
【００２４】
　本発明によるシステムは、端末を失くしたユーザが、一つの実体、すなわち中央サーバ
９０に接触し、加入者情報を管理するように要請することを可能とする。このような加入
者情報の管理は例えば：
－一つ又はいくつかの加入者情報を、一時的又は断定的にブロックする；
－一つ又はいくつかのサービスを、一時的又は断定的に一つ又はいくつかの加入者情報か
らブロックする；
－端末を操作する人物に警告するためにショート・メッセージを送信する；
－端末の位置情報を特定する；
－デバイス及びＵＩＣＣ上のデータを回復する；
－端末上のデータを削除又は暗号化する；
－端末が回復されると、いくつかの加入者情報の一つを再起動する特定のアプリケーショ
ンを選択する；
　ことから成る。
【００２５】
　この管理方法はまた、端末が盗まれた場合にも適用される。
　中央サーバ９０に接触するために、ユーザは、図２に示されるように、中央サーバに直
接接触することができる。ユーザは、ファックス、電話又はインターネットによって、サ
ーバ９０に接触することができる。サーバ９０は、失くした／盗まれたＵＩＣＣ上にイン
ストールされた加入者情報が分かるため、ユーザの要請に応じて、適切な対応をとること
ができる。
　ユーザにとっての代替手段は、中央サーバ９０に対して警告をする、複数のＭＮＯの一
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【００２６】
　代替的には、図５に示されるように、中央サーバ９０は、動作をすべてのネットワーク
で実行するのではなくＵＩＣＣ９１上で直接実行する、ＵＩＣＣ９１内に組み込まれた特
定のアプリケーションにショート・メッセージを送ろうとする。中央サーバは現在アクテ
ィブな加入者情報（及び関連するＭＳＩＳＤＮ）を知らない可能性もあるため、すべての
潜在的なＭＳＩＳＤＮを用いてＵＩＣＣに接触しようとする。
【００２７】
　図６に示される第三の代替手段は、Ｗｉ－ｆｉ又は有線ネットワークのような、２Ｇ／
３Ｇ以外の別のネットワークを介してＵＩＣＣ９１に接触する方法である。この場合、中
央サーバ９０は、メッセージをＵＩＣＣ９１に転送し、動作を実行する端末９２上のエー
ジェントに接触しようとする。
　本発明の主要な利点は、失くした又は盗まれた携帯端末に関するすべての加入者情報を
ブロックする、便利かつ早い方法を提供することである。
【符号の説明】
【００２８】
　　　９０・・・中央サーバ
　　　９１・・・ＵＩＣＣ
　　　９２・・・携帯端末

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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